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第1262回 例 会

2017年11 月17日（金）

2017 - 2018 年度

国際ロータリー  本年度テーマ

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ

週  報
事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870   FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/

例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30

◆ロータリーソング ～我らの生業～
◆結婚祝【黒柳会員】【佐藤会員】
◆委員会報告【地区青少年委員会　大森会員】
　【社会奉仕委員会　清水委員長】
　【親睦委員会　近藤幹事】
◆卓話【菅原 光志 財団委員長】
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　【社会奉仕委員会　清水委員長】
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◎ ロータリーソング ～我らの生業～

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
本日は菅原財団委員長、卓話よろしくお願いします。
渡辺パストガバナーが１０月２６日に亡くなられ１２月８日１１時よりお別れの会
が行われます。ご案内を回しますので、参加される方は宜しくお願いします。
日本舞踊協会より１１月２３日（木）横浜青少年センターで行われる日本舞踊協会
主催の「名流邦舞祭」の招待状が１０枚届いていますので、観覧希望の方は事務局
までお申し出ください。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
皆さんこんにちは
本日は財団委員長の菅原様にロータリー財団についてお話頂きます。
平塚湘南ロータリークラブでは 3 年前、長谷川年度でグローバル補助金でフィリピ
ンの水道事業を行い何時でも飲める水の改善事業を行う地域に貢献しました。
また、今年度は地区補助金で小学生に日本舞踊を通して和の作法を学ぶ講座を行い
ました。59名の小学生の参加があり夏休みの貴重な体験のお手伝いが出来ました。
財団への寄附は三年後に補助金としてクラブの奉仕活動に使う事ができます。
昨年の実績は一人あたり 130 ドルでした。目標の一人 200 ドルの寄付を目指してご
協力お願いします。
また、菅原様には財団以外のロータリー体験談のお話しも楽しみです。
宜しくお願いします。

◎ 結婚祝
【黒柳会員】
今年はそごうに行って５万円の予算でプレゼントを買いました。

【佐藤会員】
本日で２６回目の結婚記念日を迎えることが出来ました。ロータリアンになりまし
て５年経ちました。その間皆様よりいろいろな夫婦のあり方を勉強させていただき、
何となくわかってまいりました。これからも宜しくお願いします。



◎ 委員会報告
【地区青少年委員会　大森会員】
先週の土日で青少年交換派遣学生の試験と面接が行われ平名君が合格いたしました。
１５名受け合格者９名でした。留学先はハンガリーに決まりました。

【社会奉仕委員会　清水委員長】
メールとＦＡＸでご案内をさせて頂いていますが１１月２２日に「盲学校の点字ブ
ロック推進キャンペーン」が行われます。参加して下さる方はスターバックス前に
９時ちょっと前にお集まりください。

【親睦委員会　近藤幹事】
今度の家族親睦会の参加費を来週と再来週の例会時に持参してください。

◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者４０名　　出席者　２７名　出席率６７．５％

◎ 卓話　菅原光志  財団委員長
【卓話者紹介　吉野会員】
菅原委員長は２０１２年１３年にこの地区のガバナーをされました。今財団委員長
ですが補助金配分推進委員会、管理委員会、平和フェロー・奨学金・ＶＴＴ・職業派
遣チームという３つの委員会を束ねる委員長で４０名の人をまとめていらっしゃい
ます。

菅原財団委員長　三富会長菅原財団委員長　三富会長

笠原会員笠原会員
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 【菅原 財団委員長  プロフィール】

 ◆所属クラブ 鎌倉ロータリークラブ
 ◆生年月日 1944 年 4 月 18 日生
 ◆職業分類 水道配管
 ◆職業 / 役職 菅原水熱株式会社　代表取締役
 ◆最終学歴 日本大学理工学部経営工学科　卒業
　
 1984 年 10 月 16 日 鎌倉ロータリークラブ入会
 1990 年～ 1991 年度 鎌倉ロータリークラブ幹事
 1993 年～ 1994 年度 地区副幹事
 1994 年～ 1995 年度 地区ライラ委員会　委員
 2000 年～ 2001 年度 地区新世代・ライラ委員会　委員
 2003 年～ 2004 年度 地区副幹事
 2005 年～ 2006 年度 鎌倉ロータリークラブ会長
 2007 年～ 2008 年度 地区会員増強・退会防止委員会　副委員長
 2008 年～ 2009 年度 第 2 グループガバナー補佐・地区危機管理委員会　委員
 2009 年～ 2010 年度 地区国際奉仕委員会　委員長
 2010 年～ 2011 年度 ガバナーノミニー／地区危機管理委員会　委員
 2011 年～ 2012 年度 ガバナーエレクト／オンツー・バンコク国際大会委員会　委員長
 2012 年～ 2013 年度 ガバナー／ガバナー会　副議長・会計
 2013 年～ 2014 年度 地区ロータリー財団委員会　副委員長／地区研修委員会　委員
 2014 年～ 2017 年度 第 2 ゾーンロータリーコーディネーター補佐／
  （公）ロータリー米山記念奨学会／学務・学友委員会　委員
 2015 年～ 2017 年度 地区ロータリー財団委員長

吉野会員吉野会員



菅原財団委員長菅原財団委員長
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【菅原 光志  財団委員長　卓話】

こんにちは。このクラブはとても明るくて良いクラブだと思います。知り合いも沢
山いますので、今更ですが、本日は財団のお話をさせて頂きます。
今年は、補助金を使って「踊ってみよう日本舞踊」を行っていただき、その前にはフィ
リピンのシキホール島に水の施設を作るというプロジェクトで使っていただきまし
たが、寄付が一人２００ドルに到達していないので、今年度まだ期間がありますので、
是非よろしくお願いします。ポリオも一人４０ドルをよろしくお願いします。来年
度はだいたい４０万ドルが寄付です。地区補助金の２４ ,０００ドルですが、今年は
奨学生が３人しかなかったので、グローバル補助金を使うことにしましたので、そ
のために地区補助金が多くなりましたので、来年度は１０００万のお金があります
ので、是非５０万円以下で地区補助金を申請してください。昨年は２０件、今年１
７件補助金が使われています。その例を参考にして来年度も是非、何か事業を計画
して申請をしていただけると有難いです。
吉野さんが今、とても頑張ってくれてとても助かっています。
このところ第８グループでガバナーが出ていませんので、そろそろこの地区から出
ていただきたいので、よろしくお願いします。
財団は１９０５年、シカゴにポールハリスが立ち上げたのが始まりです。ロータリー
クラブは当初相互補助を目的にできました。が、１９０７年にドナルドカーターが
入会し、奉仕活動が始まりました。まず第一にシカゴ市内に公衆トイレを作ったの
がスタートだと言われていますが、もっと前に医者が移動するための馬を寄付した
のが最初ではないかとも言われています。昔はトイレは男子は飲食店、女性はデパー
トに行っていた為に公衆トイレを作ったことにより飲食店等からクレームがついた
そうです。恵まれない子供たちを助けたりしたのが最初のころの奉仕活動でした。
１９１０年のシカゴの大会でシェルドンが仲間に最も多く奉仕するものが、最も恵
まれると説きました。それが「最もよく奉仕するものが、最も恵まれる」という財
団の理念が決議されました。１９１７年にＲＩ会長がアトランタ大会で「様々な社
会奉仕を今まで続けていこうと思うなら、寄付を集めようと」いうお話をしましたが、
あまり集まりませんでした。
財団の最初の寄付金は２６．５０セントでした。その後６年経っても７００ドルし
かなかったもので。１９２８年ミネアポリス大会で基金の名前を「ロータリー財団」
に変えました。ＲＩ会長以下５人の委員で構成され、その後４年後には５０,０００ド
ルに増えました。１９４７年ポールハリスが亡くなった時に一人１０ドルを目安に
寄付金を集め、１９４８年までに寄付金は１７７５千ドルを超え１２カ国３７名の
学生に奨学金を与えました。ロータリー財団は１５、０００ドルを１５０軒の家庭
に戦争救済援助金として送りました。１９５４年には財団の寄付金が３５０万ドル
に達しました。そして昨年のアトランタ大会が財団１００周年記念でした。今現在
２７６０地区は年次基金として４１万ドル、日本では１３２５万３７１５ドル世界
では１３６００万ドル１３０億円が一年間で集まります。ポリを含めると２１５０
０万ドルぐらいが集まります。アメリカ・インド・日本という順に続きます。
先程もお願いしましたが、３年後に使う資金として是非、お一人２００ドル、ポリ
オ４０ドルを目安に宜しくお願いします。
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◎スマイル報告
財団委員長  菅原 光志 様
　　　　　 本日はお世話になります。よろしくお願いします。
三富会長 ご多用なところ、菅原ロータリー財団委員長、平塚湘南ロータリークラ

ブへ、ようこそお越しいただきました。本日の卓話宜しくお願い申し上
げます。

近藤幹事 菅原様本日は卓話宜しくお願いします。
芦川会員 菅原パストガバナーようこそ、お越しくださいました。本日は宜しくお

願いします。
麻生会員 菅原パストガバナーようこそ。今日の朝の気温は冬になっての最低の 6

度でした。
井出会員　
大森会員　 菅原ＰＧようこそ平塚湘南へ本日の卓話宜しくお願いします。先週土曜、

日曜にて、青少年交換の試験と面接があり当クラブ推薦の平名君が見事
合格しました。派遣先はハンガリーです。古木さん！良かったです。

小沢会員　 本日卓話、菅原様ようこそいらっしゃいました。日馬富士は地元片岡神
社にお参りに来ていただけにガッカリしました。

柏木会員 申し訳ありません。本年度 2 回目の「くいにげ」をします。菅原ＰＧ申
し訳ありません。

河合会員　 菅原ＰＧようこそ！卓話楽しみにしております。それから、先週当クラ
ブの吉野さんが来たクラブで卓話をされたそうです。北クラブの前幹事
が吉野さんがガバナーに立候補した時には、万難を排してクラブを挙げ
て応援してくれるそうです！これで第８グループは一安心です。

川内会員　 本日は、菅原財団委員長様おいでいただきましてありがとうございます。
次回のみかんマルシェ、参加したいと思いましたが残念！！又、出張中
です。

黒柳会員　 本日は菅原パストガバナー、卓話ありがとうございます。いつも吉野財
団副委員長からお噂を伺っています。吉野会員もやる気満々ですので早
く委員長にご推薦お願いします。

佐藤会員　 菅原様、卓話楽しみです。
下田会員　 菅原パストガバナー、お越し頂きありがとうございます。卓話を楽しみ

にしています。
真道会員　 柏木会員は今日も食い逃げするようです。市会議員は本当に忙しいよう

ですねーーー！
曽我会員　 家族親睦会のブルゾンちえみのことで頭がいっぱいです。今日ウィッグ

が届きました！
高橋会員　 菅原ＰＧ、平塚湘南クラブ例会にようこそ卓話よろしくお願いします。
原 ( 康 ) 会員 菅原様、本日の卓話よろしくお願いいたします！
古木会員 もうすぐ師走。今年は特に変わったことはありませんでした。
細野会員 本日は早退させて頂きます。
牧石会員 リハビリ中、お袋から本が欲しいと言われたのでケントギルバードの(マ

スコミはなせここまで反日なのか ) と ( 儒教に支配された中国人と韓国
人の悲劇 ) 二冊を渡しました。俺がいつも、テレビ朝日とＴＢＳの政治
のニュースは信じてはだめと言っていることが良く分かったそうです。

吉野会員 菅原財団委員長ようこそ平塚湘南ＲＣにいらっしゃいました。いつもお
世話になっております。本日は宜しくお願い申し上げます。


