
 

本日の例会（第１５２２回） １１／２１（水） 

◆名古屋名城RACとの合同夜間例会を行います。 

次回の例会（第１５２３回）  １１／２８（水） 

◆ス ピ ー カ ー  会 員 山田 浩二君 

◆題    名  ベトナムガイドブック 

第１５２１回例会記録  １１／１４（水）薄曇 

◆司    会  尾関 正一君 

◆斉    唱  RS・四つのテスト 

◆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 委員長 深谷 友尋様 

米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆来 訪 者 紹 介 名古屋RC 中北 智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1519回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  3 名中

出席会員数  33名  MAKE UP  3 名

出 席 率  84.62％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん今日は。今回は、先回予告

しましたとおり、長崎の話をします。 

 長崎は江戸時代、海外貿易が認めら

れていた最大の地域で、徳川幕府の直

轄地でした。江戸時代に長崎を統治したのが長崎奉行で、江戸後期に

は勘定所出身の旗本2名が当てられ、役高は1000石だったそうです。 

 慶応元年（1865 年）5 月に、坂本龍馬が、この長崎で、いわゆる

「亀山社中」を結成しています。「社中」というのは、現代風に言え

ば株式会社に相当するもので、薩摩藩に大株主になってもらい、長崎

の豪商「小曽根家」や女貿易家の「大浦慶」、外国人商人「グラバー」

らからも出資してもらって蒸気船を購入して、貿易をしようとしまし

たが、あまりうまく行かず、慶応3年（1867年）5月には、土佐藩

にも協力してもらって「海援隊」に改称しています。 

 

 この間、龍馬は、長崎を中心に活動をしていた訳ですが長崎でよく

通っていたといわれる丸山遊郭の店が「花月楼」です。「花月楼」は、

丸山随一の太夫屋「引田屋」の楼号で、丸山遊郭が開設された寛永19

年（1642年）から明治5年の芸娼妓解放令に至るまで続いた唯一の

店だそうです。 

 その後、明治 12 年（1879 年）の丸山町の火事で庭園にあった茶

屋が焼失しましたが、「花月楼」の建物は類焼を免れ、原爆にも耐え

て現在も当時のままの姿を残しており、「花月」との名称で「しっぽ

く料理」で知られる料亭になっています。 

 この「花月」には、勝海舟、坂本龍馬はもちろんですが、孫文など

も来店していたようで、写真や記念品や陶器等の古美術品が多数展示

されています。昭和35年 3月には長崎県史跡の指定を受けています。 

 尚、坂本龍馬は、慶応3年（1867年）6月に「夕顔丸」の中で後

藤象二郎に「大政奉還」を含む八策を示したとされます。これが「船

中八策」と言われるもので、同年 10 月 3 日、土佐藩の山内容堂名義

で大政奉還の建白書が幕府に建白されています。そして、同年 10 月

15日に「大政奉還」が実現しますが、その1ヶ月後の11月 15日に

龍馬は京都の「近江屋」で暗殺されました。享年 33 歳。明治維新の

前年のことでした。明日は、坂本龍馬の145年目の命日となります。 

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 委員長 深谷友尋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、よろしくお願いします。 

2.米山月間の募金（78,000円）を米山記念奨学会へ送金致しました。

ご協力ありがとうございました。 

3.来る12月15日(土)の家族忘年会及び来年2月18日(月)の東名古

屋分区Ｉ.Ｍ.の出欠票の締め切りは、11月 16日(金)迄となっており

ますので、よろしくお願い致します。 

4.「2013 年Ｒ.Ｉ.国際大会（ポルトガル リスボン）へのお誘い」の

アンケートを同封しましたので、11月 26日(月)迄にご提出下さい。 

5.次回例会(11/21)は名古屋名城ＲＡＣとの合同夜間例会となってお

ります。午後6時30分よりアパホテル名古屋錦にて行いますので、

お間違えのないようお願い致します。 
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委 員 会 報 告 

・家族忘年会のご案内 

（親睦活動委員長    渡邉 泰彬） 

卓  話 

財団月間によせて「未来の夢計画報告」 

国際ロータリー第2760地区 

ロータリー財団委員会 

委員長 深谷 友尋 様 

今年度ロータリー財団が掲げてい

る目標は、1.ポリオを撲滅する。友人

や隣人、そして世界に向けて「あと少し」であることを伝えてくださ

い。2.未来の夢計画の準備を整える。3. 財団の教育プログラムと人道

的プログラムへの参加を通じて、世界に平和を育む。4. ロータリー財

団への寄付を全ロータリアンにお願いする。5.財団の資金をしっかりと

守ることです。また財団の使命は、ロータリアンが、人々の健康状態

を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界

理解、親善、平和を達成することにあります。 

ロータリー財団は、創立以来第2世紀を迎えるにあたり、プログラム

の変更を世界、地域のニーズを取り入れ「世界でよいことをしよう」

を目標に、未来の夢計画を実施されました。ロータリアンが多岐にわ

たるプロジェクトを行うことで、多大な成果をもたらし、持続可能な

成果を生むことができるよう、一層効果的で効率のよい奉仕活動を目

指しています。新しい補助金制度は、2013-14年度から全世界で導入

されますが、当地区はパイロット地区として2010年より試験的プロ

グラムをスタートしています。この計画では、地区裁量がこれまで以

上に大きくなり、いろいろなことが簡略化・効率化され、理解しやす

くなりました。｢未来の夢計画｣は、地区内の全ロータリークラブから

寄せられた年次寄付と恒久基金寄付収益金が3 年後シェアシステムに

より 、地区財団活動資金（ＤＤＦ） 50%と国際財団活動資金（ＷＦ） 

50%に配分され、ＤＤＦはグローバル補助金と新地区補助金に分けら

れ当地区では、ＤＤＦからポリオプラスや平和フェローシップへ毎年

寄贈を行っており、ＷＦを活用したグローバル補助金事業を実施し、

年次寄付の75％の活用を目標にしています。 

 新補助金制度には、地区とクラブの裁量により、海外、地区内のニ

ーズに比較的小さなプロジェクトを行なうことが出来、効果的な補助

金です。 

今年度の新地区補助金は59クラブへ155,392＄配分いたしました。 

グローバル補助金は 6つの重点分野（平和と紛争予防/紛争解決、

疾病予防と治療、水と衛生、母子の保健、基本的教育と識字率向上、

経済と地域社会の発展）に関係ある長期的・大規模・持続可能な事業

に使います。この補助金を利用したプロジェクトを行う際には、地区

DDFの補助金とWFの補助金の同額を使うことができます。当地区は、

グローバル補助金を使用した全国で、唯一VTT派遣（医療チーム）を

行いました。2010年度はアメリカ・ヒューストンメディカルセンタ

ーへ、2011年度はオーストラリア・ブリスベンのマター病院等とソ

ロモン諸島ギゾ島へ医療支援活動を行いました。 

また、グローバル補助金奨学生織田宏子さんをイギリス・ロンドン

市立大学へ派遣することが出来ました。 

ポリオ活動は今年度も来年2月上旬よりインドへワクチン投与活動

NIDに参加いたします。尚ポリオ活動の一環として今年度はブータン王

国へも研修を計画中です。 

ロータリー財団は、「毎年あなたも100ドルを」という合言葉の下、

ロータリアンからの年次寄付をお願いしています。100ドルの寄付で、

カバン一杯の学校備品3個分、またはマラリアの検診50件分の提供が

できます。水と衛生の研修にも使われます。また1,000ドルの寄付で

は、HIV抗レトロウイルス薬14人分の投与、または障害者用の自転車

1台そして、家庭内暴力に関する教育の提供ができますので、年次寄付

のみならず恒久基金へのご協力もお願いいたします。特に今年度はで

きれば150＄のご寄附をお願いいたします（円高のための措置）。協

力いただきました寄付金は公益財団法人ロータリー日本財団への個人、

法人からの寄付扱いとして税制上の優遇措置の対象となります。 

 最後に、「ロータリー・カード」入会のお願いです。田中作次RI 会

長は、「一人ひとりのロータリー・カード利用が東日本大震災の復興

を助け、ロータリー・カードのロイヤリティー0.3％が東日本復興基金

へ、0.5％が個人の年次寄付加算となります。ロータリアンの皆さん、

みんなで行動しましょう」とお願いされています。是非ご入会頂きた

いと思います。 

 注）NID ＝ インド・NID  National Immunization Day ポリオ

ワクチン投与の日 

ロータリー財団での略ニ コ ボ ッ ク ス 

深谷 友尋様（地区ロータリー財団委員長） 

今月はロータリー財団月間です。本日卓話をさせていただきます。 

横井 尚啓君   地区ロータリー財団委員長 深谷友尋様、卓話宜しく 

お願い致します。 

渡邉 泰彬君   よく欠席しました。南九州と北海道に行って来ました。 

梅村美知容さん 初孫が授かりました。ありがとうございます。 

男の子です。 

【深谷地区ロータリー財団委員長、卓話よろしくお願い致します。】 

小關  敏光君 尾関  正一君 古川  康司君 星川  直志君 

香田  研二君 岩田  満治君 足立陽一郎君 加藤  昌之君 

梶川  久雄君 石黒    勉君 尾關實津成君 横井    登君 

山田  浩二君 遠藤  友彦君 柴山  利彌君 入江由希子さん 

川村  智康君 

西脇  多吉君 

 

半泊  與則君 

北村紀子さん 

 

梅田    渉君 

近藤    朗君 

 

松岡  三明君 

加藤あつこさん 

 

 


