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＜点   鐘＞  会長 平林 英一 
＜ロータリーソング＞  我等の生業 
＜本日のゲスト＞   

国際ロータリー第 2630 地区 
ロータリー財団奨学金委員 

水谷 令子 様 （桑名北ＲＣ） 
 
＜会長の時間＞  会長 平林 英一 
 

明日 11月 22日は、いい夫婦の日です。以前、ロータリー

メンバーの夫婦で旅行に行く機会があり、その際、そのよ

うな日がある

ことを知りま

した。 

最近マスコミ

の報道で、理想

の夫婦有名人

ランキング 1位

が 5年連続で三

浦友和、山口百

恵夫婦である

ことを知りました。関心を持つ人が増えているのでしょう。

私は特に何をするわけでもないのですが、妻に話したとこ

ろそれほど興味はなさそうでした。40 代、50 代夫婦が圧

倒的に三浦、山口夫婦支持だそうです。夫が外で働き、妻

は夫をしっかり支える。母として、妻として家庭を守る。

理想的、素敵だと思います。しかし、女性はだんだんそう

思わなくなっているような気はします。 

その一例が、墓に対する意識調査です。インターネットを

通じて知ったのですが、昨年 7月の第一生命経済研究所の

発表で特にそう思いました。「死んだら先祖代々の墓に入

りたい」と答えたのは男性 48.6％に対し、女性はなんと

29.9％という温度差です。「夫婦同じ墓に入るべきか」と

いう問いに対して、「全く思わない、どちらかといえばそ

う思わない」と答えたのは男性 6％に対し、女性は 17.5％

もいる。女性の 6人に 1人は夫と同じ墓に入りたくないと

思っているのでしょうか？恐ろしいことです。そんな妻の

思いを子供が知ったらと思うとゾッとします。 

日頃の夫婦関係を深める意味でも、明日 11月 22日に「あ

りがとう」「愛してる」とプレゼントにして贈ってみては

いかがでしょうか。絆を深める素敵な日になるかもしれま

せん。 

 

＜幹事報告＞      幹事 新宮 一郎 
 

◎ＲＩ本部より 

◎国際ロータリー第２６３０地区 ガバナーより 

・ＷＣＳ補助金申請・受付のご案内 

・バンコク国際大会のご案内 

・12月のロータリーレート  １＄＝７８円 

○美濃加茂ロータリークラブより 

・インターアクト協議会開催報告書 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

12月 22日（木）１８：００～ 角正 「忘年例会」 

12月 29日（木）定款により休会 

＜国民体育大会 会長より＞ 

・第 67 回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催につい

て 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

・高山市民憲章推進協議会文化講演会および 

歴史文化施設市民無料公開のご案内 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

・松本市・高山市姉妹都市提携 40 周年記念交流のあゆみ

～発行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

 

ロータリー財団委員会   岩垣津 委員長 
 

今月はロータリー財団月間ということで、本日は財団の卓

話に第 2630地区からロータリー財団委員の水谷令子さん

をお招きしてご講演を頂きます。水谷令子さんは桑名北ロ

ータリークラブ所属で平成 17年 5月に入会され、地区ロ

ータリー財団委員会の中の奨学委員として 3年目を迎え

られ、ご活躍してみえます。水谷さんは愛知県出身で奈良

女子大学家政学部を卒業され、卒業後は愛知県大学短期大

学部、鈴鹿短期大学、鈴鹿国際大学に勤務され、また名古
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 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

902 回 
49名 49名 43名 － 87.76% 

前々回 

900 回 
49名 49名 38名 5名 87.76% 
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屋大学にて農学博士の学位もとられてみえます。 

昨年 7月までは三重県公安委員会の委員長を歴任され、こ

の秋の叙勲も受け

てみえます。現在は

鈴鹿国際大学名誉

教授であり放送大

学に在学中とのこ

とです。 

再来年からロータ

リー財団が大きく

変わろうとしてい

ます。未来の夢計画に基づきまして各クラブの活動が大き

く変わっていくと思われますが、その辺りのところもお話

していただけるかなと思います。今年も財団への個人寄付

を何卒ご理解の上 100ドル以上とし今年もお一人 10,000

円を次回の例会より集めさせて頂きますので宜しくお願

いします。 

それでは水谷様よろしくお願いします。 

 
 
『ロータリー財団の現状について』 

ロータリー財団奨学金委員 
水谷 令子 様 

 

ロータリー財団は 2017年に 100周年を迎えます。その 100

周年に向けて財団の使命に沿ってプログラムの運営を簡

素化するとともに地区や各クラブにとって効率の良い効

果的な支援方法になるといわれる、「ロータリー財団の未

来の夢計画」という名称で新しい方向に進み始めています。

2630 地区ロータリー財団委員会で、現在対応を検討して

いる段階で結論はまだ出ていませんが、本日はこの新しい

計画に沿ったプロジェクトや補助金の仕組みについてお

話し、なぜ、ロータリー財団への寄付が必要か、どんなメ

リットがあるか、クラブはどのように対応したらよいかな

どについて説明いたします。 

ご存知のようにロータリー財団は毎年一人 100 ドルを目

標に各ロータリアンから寄付を頂いており、これが年次プ

ログラム基金で、大口の寄付が原資の恒久基金からの収益

と合わせたものが活動資金になっています。ということは

財団への寄付は単なる資金を拠出するだけでなく、その資

金で人道的、文化的活動するということです。「夢企画」

では全体の資金は、地区活動資金に 50％、国際活動資金

に 50％と 2 分され、地区活動資金（ＤＤＦ）が補助金に

なります。ＤＤＦの 50％（新地区補助金）は地区と各ク

ラブが人道的・教育的プロジェクトの補助金、奨学金、研

修などの活動費用として使われます。ＤＤＦの残りの

50％は国際ロータリー財団が提唱する 6 つの重点分野に

該当するプロジェクトの補助金になります。 

各クラブでは新地区補助金の対象となる、比較的少額の、

地元や海外を対象にした人道的活動のプロジェクトを立

ち上げて補助金を申請してください。また、本日説明した

重点分野に該当するグローバル補助金の対象になるプロ

ジェクトにもチャレンジしてください。グローバル補助金

による事業はＷＦからの補助金が得られ、高額の授与額で

の国際プロジェクトが可能です。 

財団への寄付をしっかりしていただいて財団を支えて頂

くとともに、クラブの奉仕事業に補助金を申請して、ロー

タリー財団の使命を果たしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は財団卓話に参りました。どうぞよろしく御願致しま

す。すごい厚着をして来ましたので汗をかいています。 

            水谷 令子 様（桑名北ＲＣ） 
 

地区ロータリー財団奨学金委員会の水谷令子様、卓話をよ

ろしく御願致します。          理事役員一同 
 

水谷令子様には、桑名から高山という遠い所までおいで頂

きありがとうございます。ロータリー財団について卓話を

よろしくお願いします。 平林 英一 
 

本日の講師：水谷令子先生、遠い所来て頂きありがとうご

ざいます。卓話をよろしくお願いします。また、昨日宮崎

へ娘のお婿さんをもらいに行き承諾をして頂きましたの

でニコニコへ。 岩垣津 亘 
 

水谷令子様のご来訪を歓迎致します。高山中央ＲＣからの

奨学生、清水志野さんをよろしくお願い致します。 

 清水 幸平 
 

一ヵ月半程かかりましたが、ようやくＩＭの報告書が完成

致しました。実行委員長をはじめ作成委員会の皆様のご協

力ありがとうございました。 今井 俊治 

 
 

 

 

昨日のはぐるま会で、前回ＢＢでしたが昨日は 15 位にア

ップしました。同じ組の方々には大変下手で迷惑をお掛け

し申し訳なく思っております。その上、当りもあり素晴し

い一日でした。ありがとうございました。 

 永田 富次 
 

昨日のはぐるま会にて優勝することが出来、三枝さんにも

お世話になりました。今年の締めくくりには上出来でした。 

 島  良明 
 

久々にゴルフも麻雀もすることが出来ました。家族の健康

に感謝してニコニコへ。 足立 常孝 
 

先日のミュージックナイトには、会長をはじめロータリー

の皆様に応援して頂きました。はらはらドキドキでしたが、

楽しく演奏出来ました。ありがとうございました。またや

りますのでよろしくお願いします。 高木 純 
 

昨日のはぐるま会参加の皆様ご苦労様でした。優勝の島さ

んおめでとうございました。私は 5位でしたのでニコニコ

へ。 新宮 一郎 
 

 


