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　12月は、第１例会において、次々年度

会長・理事候補者の発表。そして、第２

例会は年次総会。その場において、承認

を求めたい。皆様の出席をお願いする。

　また、第４例会は、クリスマスの日だ

が、忘年会夜間例会。サバエ・シティー

ホテルで、ジャズを聴きながら楽しむ内

    容を中心に、企画中。後日、案内する。

　第３班家庭会合、帰山明朗チーフが報告｡

　昨日､26日に天狗楼にて開催。大橋幹事と

班員８名が出席。テーマは､会員増強。この

テーマは､今までに種々話してきた｡今回は､

具体的に話し合うために､各自２～３名の候

補者案を待ちより、18名の候補者リストができた。そのリ

ストを基に、出席者で戦略的な面も話しできた。これ等を

 　本日のお客様。地区補助金委員会、委 整え、会長、監事に提出する。理事会等で協議、活用願え

 員の竹内由男様。福井ＲＣ会員、旭電設 るとありがたい。

 ㈱取締役社長（右下写真）。ロータリー 　会食を楽しんだ後、班員に佐野ソングリーダーがいるこ

 財団月間につき、後ほど、卓話願う。よ ともあり、家庭会合の場であったが、最後に「手に手つな

 うこそいらっしゃいました。 いで」を合唱して、和やかなうちに閉会しました。

 　へしこの話。平成19年に、

 県立大生物資源学部の赤羽義

 明教授(69)が、サバの糠漬け

 「へしこ」が、血圧を下げる (敬称略･ 順不同)

 効果があることをネズミを使った実験で確認し、学会で発 1 竹内由男･福井RC 3 大橋　良史

 表。サバの肉が分解(発酵)する過程で増える「ペプチド」 2 小部　隆充 4 野中　敏昭

 と呼ばれる物質が影響していると見ている。 2 窪田　健一 5 佐野　直美

 　ペプチドは、血圧を下げる効果があるとされるが、実験 １：鯖江ＲＣの発展を祈念して

 の結果、サバからへしこになる段階で､4.8倍に増えること ２：竹内様の卓話に期待して

 が分かった。これが体内に影響を与えているとした。 ３：２、先週休会しました

 　同教授は、「ネズミに効果があるのだから、人間にも期 ４：２、あられが降りました

 待できる。ただ、高濃度の食塩を使う食品なので、血圧を ５：寒くなりました｡ご自愛ください｡早退します

 下げても、血管系の老化や胃を荒らすことにつながる。健

 康食品にするならば、低塩分にすることが課題」と話して

 いる。へしこ、おいしいが食べすぎには注意願いたい。

　何回かこういう形で、各クラブに訪問している。色々な

 　先週の例会とクラブ協議会を欠席し､お詫び申し上げる｡ 雰囲気があり、今後の参考になる。また、日頃より、財団

 　来月のロータリーレート､１ドル120円となる。 にご理解とご芳志を賜り、厚くお礼申し上げる。

幹 事 報 告 等

国歌並びにロータリーソング斉唱

テーマ　ロータリー財団について

●第２７３３回　平成２７年１２月　４日（金）

卓　話　　酒　井　芳　則　会員

テーマ　　建　築　に　つ　い　て

手に手つないで

幹　事　報　告

『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』

会 長 の 時 間

12:30～

地区補助金

委　員　会
竹内 由男 様

大橋 良史 幹事

第 ３ 班 家 庭 会 合 報 告

感謝し報告する

酒井 雅憲 会計

卓 話

佐野 直美 ソングリーダー

幹　事　大橋　良史

●ＲＩ第2650地区スロ－ガン

▼第２７３２回例会報告 平成27年１１月２７日(金)▼鯖江商工会館 3階中ホール 出席率 77.7％

お客様の紹介と会長の時間

四つのテスト

小部 隆充 会長 

　　　　　　  ＲＩ第２６５０地区　鯖江ロータリークラブ　　創立１９５９年１０月２日　承認１９５９年１０月４日　　http://sabaerotary.com/

点 鐘

四 つ の テ ス ト

　　●ク ラ ブ 活 動 方 針   

塩 梅 よ く
2015.7-2016.6

●国際ロ-タリ－テ－マ

会　長　小部　隆充

●本 日 の 例 会

編集：会報委員会
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　まず、私たちの支援を必 　　理解、親善、平和を達成できるようにすること

要としている、世界の現状 　●６つの重点分野：平和と紛争予防／紛争解決、疾病予

を話したい。世界の人口が 　　防と治療、母子の健康、水と衛生、基本的教育と識字

70億人。この中に、１日１ 　　率向上、経済と地域社会の発展

ドル以下の貧困生活の人が 　財団は、この標語と使命を達成するために、これらを重

15億人。戦争や迫害に苦し 点分野としロータリアンの奉仕活動を支援している。前述

んでいる人が、数百万人。 の地区補助金事業例が、身近なところと思う。

栄養不足や疫病でなくなっ ３．財団は皆様の寄付によって成立

ている子供が、毎年、百万 　●寄付の種類

人近く。世界で 700万人の 　　①　年次基金寄付：50％が国際財団活動資金（ＷＦ）

子供が、学校に通えない。 　　　として財団管理のもとに、あと50％が地区財団活動

■身近な存在の財団 　　　資金（ＤＤＦ）として地区の裁量のもとに、３年後

　こんな世界の現状の中、私たちは、教育、医療、衛生、 　　　に使われる。

食糧、そして、仕事に恵まれている。私たちにできる支援 　　　　2650地区の今年度年次基金目標額は、１人当たり

は、精一杯したいと思っている。皆さんは、ロータリー財 　　　180ドル以上。ＲＩ会長は、100ドル以上をお願いし

団活動を通してできる。ただ、私も同感だが、「こういう 　　　ている。

ことを聞いて、大変なことは解るが、何をすればいいかが 　　②　恒久基金寄付：寄付金は使用せず、基金として積

わからない」というのが本音だと思う。 　　　み立てておく。収益のみが、３年後に使用される。

　一つの方法としては、財団があり、寄付する事だとわか 　　　ベネファクターが該当。

るが、実感がわかない。しかし、最近は、プログラムの在 　　③　使途指定寄付：あらかじめ使い道を決めて寄付す

り方が変わってきた。少し解決した。形は、プログラムを 　　　るもの。ポリオ・プラスがその代表例。

含めて５～６年前に変わっている。2650地区が、パイロッ 　●認証：ＰＨＦ(ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ)、ＭＰＨＦ(ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ﾎﾟｰ

ト地区となって、先行してやっている。財団が、我々とは 　　ﾙ･ﾌｪﾛｰ)等の認証により､分かりやすい形で感謝する。

かけ離れた存在だということを払拭してもらえれば、あり ４．ロータリー財団のプログラム

がたい。今から説明する。 　　・グローバル補助金：２か国以上のクラブ・地区で、

■財団のアウトライン 　６つの重点分野に関す

　最初にアウトラインの説明。寄付の種類は、恒久基金・ 　るプロジェクト。例え

年次基金・その他基金寄付。この３つが、財団に集まる。 　ば、東南アジアの水プ

財団では、グローバル補助金、地区補助金、ロータリー平 　ロジェクト。

和センター、ポリオ・プラスの４つのプログラムを実施す ・地区補助金：ＤＤＦの

る。この中で我々に一番身近になってくるのが、地区補助 　50％以内で、人道的、

金。事業例は、奨学金・職業研修チーム・人道的プロジェ 　教育的、社会奉仕的プロジェクト。福井駅前のガム取り

クト・海外での奉仕事業・災害復興支援・その他、社会的 　　　作業。新聞広告費用も認められた。

ニーズの強い奉仕事業。 　　・ロータリー平和センター：紛争解決と平和に関する

　次に、シェアシステムについて。自分たちがやる奉仕に 　　　国際問題について、研究するためのフェローシップ

プログラムを変更し、シェアシステムにより財団資金を活 　　　(奨学金)。

用している。年次基金寄付は、３年後に国際財団活動資金 　　・ポリオ・プラス：ポリオ(小児麻痺)と共にハシカ、

（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に、それぞれ50％ 　　　ジフテリア、結核、百日咳、破傷風を加え、同時追

ずつ配分し、活動資金として活用される。ＷＦは、財団管 　　　放するプロジェクト。

理委員会が使途を決定。ＤＤＦは、地区が使途を決定。 ５．奉仕活動と資金調達は車の両輪

　従って、寄付をするだけでなく、プログラムに応じて地 　財団が地域社会や国際社会への奉仕をさらに強化増大し

区に戻ってくる。この資金を自分たちが活用し、実際に奉 ていくためには、奉仕活動の充実と資金面の援助が大変重

仕を行う。こういうシステムに変わっている。 要。寄付がなければ奉仕ができない。寄付がいくらあって

■財団の詳細 も、奉仕がなければ､何のためにやっているかわからない｡

１．財団の発足 ６．質問等の問合せ先

　財団は、ＲＩの６人目会長、アーチ・クランフ氏の提唱 　現実的には、計画したり、ひらめきがあったら、下記の

で、1917年に基金として発足。1928年国際大会で「ロータ 京都の財団専門の事務局に聞きながら、進めてほしい。今

リー財団」と名付けられた。正式名称は、「国際ロータリ 後とも、より積極的な財団を活用した奉仕活動や、財団へ

ーのロータリー財団」。ロータリーと一体のもの。 の寄付をお願いしたい。

２．財団の標語、使命、６つの重点分野 ■ＲＩ2650地区ガバナー事務所

　●標語：世界でよいことをしよう　Doing good in the 　財団事務局員 太田恭子 様

　　world 　〒600-8216 京都市下京区

　●使命：ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育 　　東塩小路町615 新京都ビル5F

　　への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界 　　TEL:075-343-2650　FAX:075-343-2651

福井県内ＲＣ例会日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日

▲年次総会

三国ＲＣ(三国観光ホテル)大野ＲＣ(大野商工会議所会館)

福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)

Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ)Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ)　無印：１２：３０－開始

福井西ＲＣ(ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞｰﾅ)

福井ＲＣ(ユアーズホテル福井)

福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ)

福井南ＲＣ(福井繊協ビル)

武生ＲＣ(武生商工会館)

若狭ＲＣ(ﾎﾃﾙせくみ屋･1-6月ｻﾝﾎﾃﾙやまね)

鯖江北ＲＣ(神明苑)

敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

勝山ＲＣ(勝山市民活動センター)

Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)　Ｋ　：１８：３０－開始

▲次回の例会　▲第２７３４回　平成２７年１２月１１日(金)　　 点鐘 12:30～

Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニューサンピア敦賀)

　Ｌ　：１９：００－開始

編集：会報委員会


