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前回の例会
2018 年 4 月 13 日(金)第 1793 回

本日の例会
2018 年 4 月 20 日(金)第 1794 回
卓

話 「 不動産

卓話者

時間
土地の表示

」

卓

話 「今後の国際奉仕について」

卓話者 2017-18 年度
ＲＩ第 2640 地区 国際奉仕委員長

坂田 兼則 会員

中野 一郎 様（堺清陵ＲＣ）

今週の歌 「それでこそロータリー」
「堺北ＲＣの歌」

「花」

お客様の紹介
2018 年度米山奨学生
ドウエン・ティ・フオンさん
（母国：ベトナム）
出席報告・会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

紹介者 宇瀨 治夫 会員

今週の歌 「それでこそロータリー」
「荒城の月」
お客様の紹介
出席報告・会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰（４月度）
米澤邦明会員（第６回）
中川 澄会員（第８回）
＜4 月 13 日(金)の出席報告＞
会 員 数
28 名
出席会員
18 名
欠席会員
10 名
ゲスト
1名
ビジター
1名
2 月 23 日(金)の出席率
85.71％

次回の例会
2018 年 5 月 12 日(土)第 1795 回

時間

親睦家族会旅行（日帰り）
三重県志摩方面へ例会変更

＊2018 年 4 月 27 日（金）は休会
（定款第 8 条第 1 節の規定により）
＊2018 年 5 月 4 日（金）祝日休会

「今日もまた
元気をもらえた 例会場」
出席委員会副委員長 塩見 守

2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリー：変化をもたらす」
国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC）
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卓

時です。

話

ロータリー財団の資金は人的交流、教育的プログ

「今後の国際奉仕について」

ラムにも使用され国際親善奨学生、GSE,平和フェ

2017-18 年度

ローにも拠出されました。

ＲＩ第 2640 地区 国際奉仕委員長

残念ながら財団の新しい補助金システム「夢計

中野 一郎 様（堺清陵ＲＣ）
紹介者 宇瀨 治夫 会員

画」の移行に伴い国際親善奨学生、
GSE,そして WCS プログラムは廃止されました。
（2011 年 6 月）

本日はお招きいただき有難うございます。

RI 主導の WCS プログラムは廃止されましたが、国

4 月は「母子の健康月間」となっておりますが日本

際的な人道的支援プロジェクトが無くなる訳でな

においては地域社会における社会奉仕活動による

く、むしろ RI 長期戦略である優先項目の一つであ

啓発活動などが多いのではないかと考える反面世

る「人道的奉仕の重点化と増加」が地区及び各ク

界に目を向けると開発途上国では教育的分野にお

ラブの活動により求められており、クラブ主導で

ける問題と人道的分野における問題が

積極的に取り組んでいただきたく思います。

共に深刻でありどちらかというと国際奉仕の分野
の特別月間であろうと思います。

特別月間の変更も６重点分野が軸となり「基本的

ロータリーは世界理解と親善を推進するために

教育と識字率向上」
「経済と地域社会の発展」
「疾

様々な活動を展開しております。

病予防と治療」
「平和と紛争予防/紛争解決」
「水と

奉仕の第四部門である国際奉仕活動はまさにその

衛生」

核心を反映するものであり、参加することにより

「母子の健康」というように国際奉仕に関係する

皆様に大きな充実感をもたらします。国際奉仕の

特別月間が設けられており、

理念は

これらを対象としたプロジェクトには財団のグロ

「奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワ

ーバル補助金の活用が推進されております。RI で

ークを通じて、国際理解、親善、

は今後の国際奉仕活動については特にイメージ向

平和を推進すること」と掲げられています。

上と広報を兼ねた大型プロジェクトの推進に努め

目的の意味を解釈すると、国家、宗教、思想、人

ております。

種等々様々な要素が入り混じって現実には一つと

当２６４０地区の現状は

言えない世界を、ロータリアンの友情に基づいた
相互理解によって一つのものとして恒久の平和を
目指すところにある訳です

クラブから申請される補助金の案件が少ない。
グローバルにおいては 0.
累積される DDF はポリオに寄贈するのが最善な
のか？海外の地区では DDF

1960 年代には開発途上国での、飢餓、貧困、疾病
などがクローズアップされ

が不足している。
なぜ活用できないのか？

これらを起因とした地域紛争が頻発し、結果とし
て世界平和を阻害するという

６重点分野に関する活動情報がクラブレベルで
つかめない。

考えからこれに対処する人道的な救済活動を国際
奉仕に含める事となりました。

申請にハードルが高い。 海外とのやり取りが
困難である（言語の問題等）

世界社会奉仕（WCS）プログラムと称されたこの活

会員数の減少に伴い単独では困難。

動は 1967 年より財政的援助を加えた人道的奉仕活
動となり様々なプロジェクトが実施できるように

財団の寄付に多大な貢献をされている堺北 RC にお

なりました。安全な水を提供する機材、最新の医

かれては如何でしょうか？

療機器、識字率向上の為の図書支援等々、ロータ

グローバルなプロジェクトを実施できる DDF の使

リーが国際的な奉仕団体として舵取りを始めたの

用権利が多額にある訳ですから、皆さんの興味あ

が 1960 年代の後半ではないかと推測できる訳で

るプロジェクトの構築が大事なのではないかと考

す。補助金事業としてロータリー財団のマッチン

えます。

ググラントプログラムがスタートしたのもこの当

プロジェクトを実行に移すには海外でのパートナ
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ークラブが必要となります。

現在も日本の流通硬貨や記念通貨の製造などをし

パートナークラブとはお互いの信頼関係が大切で

ています。そこで製造される硬貨は世界的にも高

すので、まずは定期的交流が

度な技術で生産されています。代表的な技術とし

必要となります。

て潜像加工と言われる見る角度によって文字が見

幸いタイにて活動を展開されているのでやり良い

え隠れする技術、世界初の技術でもある硬貨側面

のではないかと思います。

の斜めのギザ技術、複製加工を防ぐ為の微細点な
穴加工、硬貨の文字の周辺に施される微細線加工

2640 地区は暫く混乱しておりましたが、世界には

などがあります。

様々な地区があり様々な問題を抱えているのも現

また毎年ある文化勲章や褒賞などの叙勲などで

実であるということです。

贈られる勲章などもこの造幣局の熟練な職人たち

宗教的対立、政治的対立、部族間の問題、複数国

の手により製造されています。また略小勲章と言

にまたぐ地区、等々

う、叙勲者を対象に式典などで左胸に着用する勲

一枚岩でいかない地区の問題は非常に運営を困難

章のかわりとなる純銀製の小型の勲章の販売もし

にしているらしいです。

ています。お値段は６万円から高いもので２０万

そういう意味においては相手を敵対する理由のな

円になるそうです。

い日本の 34 地区は恵まれていると思う訳で、時に

それ以外にも貴金属の製造業者からの依頼に応

は方向性をめぐって議論がぶつかることもあるで

じて、貴金属の成分分析や試験を行い、そのホー

しょうが

ルマークと呼ばれる品質証明を示す打刻をする事

決して相手を敵と見ない善と善の意見の調整が可

業もしています。

能であると思う訳です。

造幣局は意外にオープンで博物館や申し込みによ

国際奉仕は日本と異国との友情の架け橋を架ける

る工場見学も行っていますので興味がある方は一

プロジェクトであり実践することにより”世界理

度行ってみても良いと思います。

解、親善、平和を推進する“という我々ロータリ

今回は造幣局のお話しだったので硬貨について

アンに課せられた使命を果たすには最も効果的な

のクイズを行いたいと思います。
① 1 円硬貨に書かれている若木の葉の数は何枚

奉仕分野だと思います。
微力ながら皆様のクラブのサポートに地区委員会

でしょうか？

として努力いたしますので

正解は８枚です。

今後ともよろしくお願いいたします。

② ５円と１０円と５０円の硬貨の内、一番重い
硬貨はどれでしょう？
１０円は 4.5g ５円は 3.75g ５０円は４g
正解は１０円です。

会長の時間

③ 1 度の買い物で使用できる同じ貨幣の枚数は
会長 辰 正博

何枚でしょう？
正解は２０枚です。

今週水曜日の４月１１日から

これは法律により２０枚までは強制通用力と言

来週火曜日の 4 月１７日まで

うもので支払いに利用できますが、それ以上の枚

大阪の造幣局の桜の通り抜けが

数でも店側が納得していれば使用することは可能

開催されます。

です。

その際には造幣局らしく、桜の通り抜けセットを

④ 日本初の記念硬貨はなんでしょうか？

５００円から１円までの６種類のセットで販売さ

昭和３９年の東京オリンピック記念の１０００
円と１００円の 2 種の銀貨幣です。

れています。そこで今回は大阪の造幣局について
お話ししたいと思います。
日本で使用される硬貨は大阪の造幣局で製造さ
れています。創業は明治４年で当時の国の近代化
政策に基づき西洋の機械設備を導入した工場を建
設し当時の近代化のはしりとも言われています。
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委員会報告
辰 正博会員
ホームページ委員会

Ｓ Ａ Ａ
Gatu
中野様本日卓話宜しくお願いいた
します。

ホームページ委員長 池田 茂雄

那須宗弘会員 中野地区国際奉仕委員長様、ようこ
そお越し下さいました。本日卓話

コメントを添えて頂載しております
ニコニコ箱につきましては、毎週発
行のクラブ週報に「お名前とコメン
ト」を掲載してご紹介しております
が、同時に当クラブのホームページ
上にもアップされ、誰でも、どこか
らでも、ご覧いただける状態となっております。
そこで今回、ホームページへのアップにつきまし
ては、その都度、希望によりコメントのみを削除す
ることが出来たらとの声がありました。ユーモアも
交えて、気軽に少しくだけたコメントができたら良
いなということです。
この件につきましては、今後、次のように取り扱う
ことといたしました。
なお、この取扱いはホームページ上だけでのこと
であり、会員の皆さんに配付するクラブ週報につい
ては削除しないで掲載いたします。
「ホームページ上においてコメントの削除を希
望する場合には、その都度、ニコニコ袋のコメント
下の余白欄に、
「ＨＰ不可」など削除を希望する旨を、
ご記入くださいますようお願いいたします。
」

宜しくお願いします。
嶽盛和三会員 先週お休み申し訳ありません。拡大
例会には、皆様方には大変お世話に
なりました。
中野様卓話よろしくお願い申し上
げます。
中田 学会員 中野様本日の卓話宜しくお願いし
ます。国際奉仕の事宜しく。
綿谷伸一会員 北側会員のコンペでは城岡会員に
優勝のスピーチをしていただき賞
品を頂く事が出来ました。ロータリ
アンに感謝！！
藤永 誉会員 ゴルフの罰金をしなくていいスコ
アでしたので、素直にニコニコです。
池永隆昭会員 北側さんのコンペで罰金です。
合計 ２６，０００円

そ の 他
2018-19 年度のための地区協議会のご案内
会長エレクト 澤井 久和

囲碁大会準備委員会
第 1 回大会準備委員会打合せ会議のご案内

地区協議会が下記の通り開催され

囲碁大会準備副委員長 塩見 守

ます。各部門の次年度委員長もしく
は代理の皆様は、ご多用中遠方まで

今年の「第 8 回子ども囲碁フェス
タ・堺」は平成 30 年 11 月 4 日

大変恐れ入りますが、ご出席のほど

（日）に開催する運びとなりまし

宜しくお願いいたします。
日 時

た。つきましては、標記の打合せ会

２０１８年４月２２日（日）

登録受付

議を下記の通り開催いたしたく、ご

９：３０－１０：００

開会 １０：００ 終了予定１６：００

多用中恐れ入りますが、ご出席のほどよろしくお

場 所

願いいたします。

和歌山大学

和歌山市栄谷９３０ TEL:073-457-7007

日時：平成３０年４月２７日（金）

＊当日は手続要覧をご持参ください。

１８時３０分～
場所：すし亭「幹」

今 週 の歌 「 花 」
春のうららの 隅田川
のぼりくだりの 船人が
櫂（かひ）のしづくも 花と散る
ながめを何に たとふべき

出席予定者：山田・北側・堀畑・池田・辰・
池永・坂田・笹山・小西・城岡・中川・
中田・畑中・藤永・米澤・綿谷・宇瀬・塩見
議題：
「アンケート集計報告と今後の予定につい
て」役割分担・意見交換等
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