創
承
会
幹

藤田守彦 会長

年度テーマ
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会を持つクラブもあります。まだ残り半年有りますので、おおげ

第 8３６回 例会Ｎｏ．２０ 平成 ２４年１１月２９日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「手に手つないで」
■ 出席報告
会員４５名中２６名出席
■ 出席率
５７.７７％
出席計算人数４２名
■ 修正出席率 １１月１５日 ９５.１２％
■ ビジター
大阪西北 RC 勝亦良彰さん

会長挨拶

藤田守彦

皆さん、こんにちは。長らく御無沙汰をしておりました。カンボジ
ア訪問、仕事の関連で２回例会を御休みしました。吉田副会長、
西川エレクトには代行を御願いし、誠に有難うございました。
また、安江さんには「新そば例会」に際し多大なる御尽力を賜り
感謝申し上げます。

さな委員会でなくても構いませんので、特に若い方を中心に
「わいわいがやがや」と議論が出来れば最高かと思います。

ニコＢＯＸ
藤田会長 カンボジア訪問前の１１月８日深夜、初孫（女
の子）が生まれました。
藤野国際奉仕委員長 パラオの報告、そしてカンボジア
視察のビデオを見ていただきます。よろしく。
●本日は国際奉仕委員会卓話として支援活動の報告を
していただきます。藤田会長、藤野国際奉仕委員長、どう
ぞよろしくお願い致します。 西垣、安江、岩田、堀江、小
菅、若原、水野、成田、柴田孝一、松尾、中嶋、吉田、渡
邉、河原、磯部、和田（敬称略）
西川さん 写真同好会の撮影会、よろしくお願いします。
池井戸さん 岐阜・三重・愛知 3 県の労務管理指導員、最
低賃金指導員のため、名古屋にいることが少なく欠席ば
かりですみません。
●秋の健康感謝ニコニコ Day
池井戸さん
本日合計 ５２，０００円
卓 話
「国際奉仕委員会事業 報告」
国際奉仕委員長 藤野正敏

カンボジア訪問に付きましては後ほど、藤野国際奉仕委員長
共々御報告させて頂きますが、御承知の様に私たちが訪問し
た後に、ＡＥＰＣ会議がカンボジアのプノンペンで有り、何かざ
わざわした雰囲気と、帰りに寄りましたタイでは米国のオバマ
大統領が立寄るとの事で高速道路が通行止めになったりして、
物々しい警戒体制で各国首脳が来訪する事は正に一大事であ
る事を実感しました。
話は変わりますが、来月１６日には衆議院選挙が行われ、新た
なる体制の下でトップが決まるのでしょうが、私の持っているト
ップの政治家像とは、目先の事よりも「十年、二十年」先の日本
の将来を考えて行動してくれる人です。すぐとは言いませんが
是非とも、その様な逸材が出てくるのを期待したいものです。
ロータリーの中でも二十年とは言いませんが、五年先を見据え
たクラブ運営が必要かと、会長をさせて頂いて改めて実感して
いる次第です。
当クラブの中でも「中期ビジョン」を作成出来る様な組織が出来
ると良いかと思いますし、市内クラブの中には、その様な委員

「パラオ・小学校視察」
2012 年 8 月に、パラオ・プレリュー島のプレリュー小学校と、現
首都のメルキョク小学校の状況を知りたくて行ってまいりまし
た。
プレリュー小学校のご案内人は、トミー大統領候補の友人であ
り選挙参謀を務める晴夫氏です。小学校校長より希望する物品
等を伺ったところ、マジックボード３台、新品のコンピューター２
０台、エアコン３台との事でした。クラブの予算としては、プレリ
ュー小学校・メルキョク小学校合わせて１０万しか取っておらず、
それというのも情報として、ノート・鉛筆が不足と聞き及んでい
たからでした。その点を確認すると、文具については各方面か
ら寄付を頂いて現在では使い切れないほどあるとの事でした。
クラブで協議の後お返事をするという状況で引き上げました。メ
ルキョク小学校につきましては、ご案内人の佐久間氏が入院中
とのことで、訪問できずに保留となっております。ここで、ご同
行者の堀江氏、成田氏、高山氏、そして日本では数少ないチベ
ット寺院「強巴林（チャンバリン）・倶利迦羅不動寺」の森下住職

に心から感謝申し上げます。森下住職は戦没者、現地の方の

1911 年「材木――卸売ならびに小売」の職業分類でクリーブ

慰霊に、また堀江氏、成田氏、高山氏にはトミー大統領候補の

ランド・ロータリー・クラブの創立会員となったクランフは、ロータ

応援に、と大変ご多忙のところこの小学校訪問を予定に組んで
下さいました。有難うございました。余談ですが、２週間前にトミ

リーでも事業や私生活におけるのと同じ素晴らしい業績の道を
たどった。1912 年にはクラブ会長になり、1916－17 年度国際ロ

ー氏がトップ当選したとの連絡が入りました。また、プレリュー

ータリー・クラブ連合会会長になった。」

小学校からは早くマジックボードが欲しいとのことで、森下住職
ほか３名の方で４０万円寄付されたそうです。

と、彼の生い立ちについて書かれています。
始まりは 26 ドル 50 セント
1917 年、アーチ・クランフはアメリカ・ジョージア州アトランタで
開催された国際大会で、「ロータリーが基金をつくり、全世界的
な規模で、慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で、何かよい
ことをしようではないか」と提案しましたが、その背景には、彼
の生い立ちが影響していたのかもしれません。
彼の提案は、同大会で採択されました。ロータリー基金（ロー
タリー財団の前進）への最初の寄付は、1917 年、ミズーリ州カ
ンザスシティーロータリークラブからの、26 ドル 50 セントでした。
今日のレートで計算すると、3,000 円と少しというところですが、
今から約 90 年前のことです。現在の物価に換算するとどのくら

「カンボジア・カンポット視察」
2012 年11月12日にカンボジア・カンポットの小中学校に訪問し

いの金額になるのでしょうか。アメリカと日本の違いもあり、単
純に換算することは難しいのですが、私たちが単純に考えてい

ました。私が初めて訪問した８年前は、子供たちの服装がマチ

るよりは、はるかに多い金額だったのかもしれません。

マチで靴のない子がたくさんいましたが、今回は皆、服装は制
服のように白いシャツで揃い、裸足の子は一人もいませんでし

初めはゆっくりと
さて、今日、世界中で大きな貢献をし、重要な役割を果たして

た。日本の戦後同様、ドンドンと良くなっている状況です。もう一

いるロータリー財団が、はじめから順風満帆(じゅんぷうまんぱ

つ変化していたのは、中学校校舎が出来上がっていた事です。
昨年の訪問時にあちら側から要望され当クラブでも審議中の懸

ん)であったかというと、決してそうではなかったようです。
「続く数年間、クランフは一人芝居をしているように感じたに違

案でしたが、すでに他の企業団体が寄付されていました。それ

いない。彼は人気も高く、尊敬された指導者であり、ロータリー

に伴い、当クラブへは「職員室」の建設をお願いしたいとのこと
です。

基金が新しいロータリー・クラブの設立や人道的救援の役に立
つという彼の提案は好意的に受けとめられていた。しかし、6 年
が経っても基金の残高はやっと米貨 700 ドルに達したに過ぎな

ロータリー財団の始まり
「一人のロータリアンの夢が現実に」①
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
ロータリーの父

かった。」
と、前出の『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』に著されてい
ます。
生みの苦しみを味わっていたこの基金も、基金総額が5,739ド

ロータリー財団の始まりといえば、アーチ Ｃ. クランフを思い
出される方も多いでしょう。彼がどのような経歴の持ち主かご

ル 7 セントに達した 1928 年のミネアポリス国際大会で、この基

存じですか？ 『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』には、

財団と改め、国際ロータリー定款・細則も改定されました。
この変更で、すべて元ＲＩ会長で構成される管理委員会が新し

「その男、アーチ・クランフは驚くべき人物だった。
1869 年にペンシルベニア州カヌートビルの貧しい家庭に生ま
れ、まだ幼少の頃、両親と 2 人の兄はオハイオ州クリーブランド
に移住した。家計の足しにするために、12 歳で学校を辞めて仕
事に就いた。16 歳の時、クヤホガ材木会社の使い走りになった。
自分の考えで夜間学校に入学し、1 日の大変な仕事の後、電車
賃を節約するために、片道 4 マイルの距離を歩いて学校に通っ
た。
会社の経営が危なくなった時、クヤホガ材木会社はクランフを
マネージャーに昇格した。彼は会社の経営を好転させ、米国中
西部の材木業界で最も収益性の高い企業の 1 つにまで発展さ
せた。独学の元使い走りの少年はその後、同社を購入し、さら
に銀行や汽船会社など、数々の企業の社長や副社長に就任し
た。
18 歳のとき、クランフはフルートの演奏を独学で学んだ。3 年
後、フルートの名手となった彼はクリーブランド・シンフォニー・
オーケストラのフルート演奏家となり、その後14年間シンフォニ
ーで演奏を続けた。

金による事業開始の時がきたとして、基金の名称をロータリー

い財団を運営し、資金は国際ロータリーと別に管理することが
規定されました。ロータリアンの善意で集まったお金が最初に
使われたのは、その少し後のことです。前出の本によれば、
「1929 年の株価暴落後、さまざまな慈善活動に対する寄付金
が枯渇するようになった。ポール・ハリスが、ロータリー財団に
最初の拠出を要請したのはその時であった。財団は、オハイオ
州エリリアのロータリアン、エドガー Ｆ.「ダディー」アレンの発案
で 1919 年に活動を開始した International Society for Crippled
Children（国際障害児協会）のために 500 ドルの小切手を送っ
た。」
とあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次号に続く・・・・・・・・・・・・・・

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎１２月 ６日（木） 第８３７回例会 「年次総会」
◎１２月１３日（木） 第８３８回例会 外部卓話
黒川医院 院長
黒川 豊 様
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

