
 

本日の例会（第１４３０回）  １１／２４（水） 

◆地区委員報告を行います。 

次回の例会（第１４３１回）    １２／１（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

第１４２９回例会記録    １１／１７（水）曇 

◆司    会 尾関  正一君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介  国際ロータリー第2760地区 

                ロータリー財団委員会 副委員長 矢形 修己様 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1427回例会

欠席会員数  13名  欠 席 会 員  8 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  6 名

出 席 率  69.05％  出席率訂正  95.00％

会  長  挨  拶 

ＦＣ（フランチャイズチェーン）の現状について 

会  長  伊藤  晋一 

コンビニエンスストアやハンバーガー店などで見

られる経営の仕組みがＦＣであって、日本ＦＣ協会に

よれば、ＦＣ産業全体の売上高は 2009 年度 20 兆

8,000 億円と前年度比 0.03％減、微減とはいえ、

1974年より統計して以来、初めてマイナス成長となりました。 

ＦＣは、もともとアメリカで 100 年以上前に生まれ、日本では約

40年前に登場しました。通常本部が加盟店に商標や経営ノウハウを与

え、対価として経営指導料を受け取る仕組みになっています。 

今では、ＦＣ産業は売上高で見ると、外食産業全体の16％、小売業

の10％強を占めます。スーパーなどＦＣ以外のチェーン店が苦戦する

中でＦＣ産業は成長を維持してきました。既存の外食、小売店業を置

き換えるとともに、脱サラ組など未経験者を加盟店オーナーに呼び込

み、又、ＦＣの合理化された経営システムが求心力となってきました。 

しかし、店舗の過剰感が強まったうえ、新たにＦＣを導入する業種

が減り、成長の推進力が弱まってきました。消費不況で店舗の収益も

上がらない中、最近では本部と加盟店の営業戦略を巡る摩擦も表面化

してきました。成熟期に入りつつある現在、今後は人口減等の影響が

明確に出てくるでしょう。そして、チェーン本部の優劣もはっきりし

てくると思います。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリー財団月間です。本日はＲ.Ｉ.第 2760 地区 ロータ

リー財団委員会副委員長 矢形修己様をお招きしております。後程月

間に因みまして卓話をして頂きますので、よろしくお願い致します。 

2.来る 11 月 20 日(土)・21 日(日)は地区大会が開催されます。ご参

加の方には「地区大会開催時間変更とシャトルバスのご案内」につ

いての書類を同封致しましたので、よろしくお願い致します。尚、

当クラブの受付は、 

☆１１月２０日(土)  １５：３０～ 

ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 エスカレーター付近 

にて、西脇副幹事がお待ちしております。 

当日の緊急連絡先は西脇副幹事携帯 090-3255-8743 

☆１１月２１日(日)    ８：３０～ 

ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 エスカレーター付近 

にて、岩田幹事代行がお待ちしております。 

当日の緊急連絡先は岩田幹事代行携帯 090-3256-7240 

3.来る12月18日(土)の家族忘年会のご案内及び出欠票を同封致しま

したので、11月 24日(水)までにご提出下さい。尚、12月 15日(水)

の例会を変更して行いますので、よろしくお願い致します。 

委 員 会 報 告 

・家族忘年会のご案内      （親睦活動委員長    杉浦  定文） 

友 の 会 報 告 

・作品展並びに懇親会のご案内  （カメラ同好会会長   横田  徳久） 

卓  話 

ロータリー財団月間について 

国際ロータリー第2760地区 

ロータリー財団委員会 

副委員長  矢形 修己 様 

 今月はロータリー財団月間で、皆様方から多くのご

寄付をいただいています。ロータリー財団で「毎年1

人100ドルを」と呼びかけている。1人100ドルというと、当2760
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地区の現在会員数は 5000 人弱。5000 人から 100ドルのご寄付を

願うと、約6000万円の金額になる。昨年2760地区では熱心にご協

力いただいて 1 人平均 126 ドルということで大変大きな数字をクリ

アしている。また名古屋名北ＲＣ様については片山G年度が1人平均

102.13ドル、大澤G年度が106.82ドルを寄付していただいていま

す。たいへん感謝申し上げます。 

 そこで、皆さん方にご協力をいただいた寄付金100ドルはどのよう

に使われているのか。6000 万円の金がどういうふうに使われるかと

いうと、実は今年度、皆様方からいただく寄付金は次年度などに使わ

れるのではなく、3年後の資金として活用される。その6000万円は、

ＤＤＦ（地区財団活動資金）とＷＦ（国際財団活動資金）として使わ

れる。その割合は50％ずつで、半分は世界で広く使われる。いま世界

の各地で水飢饉、水不足がいわれ、汚水でウイルス感染など病気にな

っているが、そうした問題の解決のため井戸の掘削などに奉仕を行っ

ている。 

 また、識字率の問題、紛争解決、母子の健康、疾病予防と治療など

地区大会でも田嶋ガバナーからいろいろ話が出ると思うが、教育支援、

特に人道的支援をするということで、いろんな形で使われている。 

 そして半分はＤＤＦ（地区財団活動資金）として、地区での活動基

金として使われる、新地区補助金、世界とシェアして特に人道的支援

に使用されるグローバル補助金にまた分けられる。新地区補助金は地

域の奉仕に使われる。新地区補助金は、例えば奉仕活動に 40 万かか

るというと、それを申請して 20 万がロータリー財団の方から補助金

として支給される。新地区補助金の候補申請は、毎年 2 月でもう次年

度の補助金の候補が出てくる。 

また、今年度から、当地区が未来の夢計画の世界で100地区のパイ

ロット地区になっている為、2 月までに計画して 4 月から施行のでき

るだけ早くプログラムを組んでいただくということが望まれる。「さあ、

年度が始まる」「始まった」という時点でプログラムを組んでいると、

もう補助金の枠がなくなってしまう。そのため、継続事業として計画

する場合にはなるべく早く立案することが望ましい。とにかくこの新

地区補助金は非常に人気のある制度なので、うまく活用していただく

というのがひとつの方法であろう。 

また田嶋ガバナー、深谷財団委員長がロータリーの財政が皆様、苦

しくなっている為、新地区補助金は全部クラブにお渡しして少しでも

お役に立ってもらおうとしています。今年は 82 クラブの中から 52

クラブ申請があり、着実に実行されてたいへん喜んでいただいていま

す。次年度は人気のあるプログラムであり、円高になっている為、予

算が少なくなるかもしれません。出来る限り早めの申請をお願いいた

します。先日、公式訪問で目的がない奉仕活動は衰退していくとお話

があったように、是非新地区補助金やグローバル補助金を使用してロ

ータリー活動をしていただければ有難く存じます。 

またグローバル補助金にはＧＳＥ（研究グループ交換）からVTT（職

業研修チーム）にも使われる。これは皆さん方にもかなりご認識をい

ただいていると思う。昨年カナダ・アメリカから（GSE）訪問チーム

が来日した。簡単に言えば、社会人の交換である。これがより専門的

にまた帰国してからも目的を持ったチームで、メンバーは、ロータリ

アン1名を含む5名である。今年度の目的は、簡単にいえば医療チー

ムを留学させようということである。その為にこの夏アメリカ テキ

サス ヒューストンまで行って交渉してきました。もうすぐ RI のプロ

ポーザルが降りると思います。 

 あと、財団の学友会がある。その会員構成は奨学生から帰ってきた

ＯＢ、ＧＳＥのＯＢなど社会人、学生で、豊富な国際知識を持ち、国

際交流をはかり得るメンバーがそろっている。そこから、中部名古屋

みらいＲＣが生まれた。今後グローバル補助金などで強い支援が期待

される。皆さん方の会社での卓話、講演のスピーカー、講師などにご

活用いただきたい。 

 その他に大学生以上を留学させる、財団奨学委員会、ポリオ撲滅に

たいしても、ビルゲイツ氏より 1 億ドルの補助金を受け、ロータリー

財団も1億ドルチャレンジを始めました。当地区では1人年間1,000

円の寄付を 3 年続けていただくことになっています。不足分を DDF

より補填します。（負担率38.9％）有難うございます。 

 最後にロータリーカードのＰＲを…。これはずいぶん前からあるが、

なかなか普及していない。普通のロータリーカードは無料なのでぜひ

応募だけでもしていただきたい。年会費も無料。このカードを利用し

ていただければ、その一部分がロータリーへ寄付として入る。またゴ

ールドカードなどを作っていただいたら、そのゴールドカードの年会

費も寄付に少し入ってくる。そういう部分でロータリー財団に入った

寄付金をまた世界の奉仕に使えるということで、非常にすばらしいカ

ードと思うので、ぜひご活用を…。  さらに最後に、「1 人 100 ドル

を…｣是非よろしくお願いいたします。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

西脇  多吉君    ゴルフ友の会 11 月例会優勝 ありがとうご

ざいました。 

加藤あつこさん  本日の卓話 矢形様ありがとうございます。

明日、ボジョレーヌーボ よろしくお願い申し上げます。 

梅村美知容さん  先週の日曜 南山カントリーコンペ 紅葉が

とってもきれいであたたかでした。 

【地区ロータリー財団副委員長 矢形修己様、卓話宜しく御願

いします。】 

伊藤  晋一君 杉浦  定文君 半泊  與則君 土屋  利行君 

古川  康司君 星川  直志君 近藤    朗君 山田  浩二君 

尾関  正一君 服部    保君 梶川  久雄君 横井    登君 

足立陽一郎君 尾關實津成君 北村紀子さん 梅田    渉君 

堀  美喜雄君

阿部  美男君

石黒    勉君 

横田  徳久君 

加藤  昌之君 

 

柴山  利彌君 

 




