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第５４７回例会 平成２０年１１月２０日(木) プログラム「地区大会報告」
前回第５４６回例会[11 月 13 日（木）]の報告
於：東急イン
【会長アドレス】会長 右田省二
前回まで暗い話が続きましたので、今日は逆に明るい話をしたいと思います。
「人間万事塞翁が馬」です。悪いことと思っていることが良いことに変わる。良いことと思っていることが
悪いことに変わる。人生は翩々としているということで、一喜一憂しないで、何事もプラス思考で行こうとい
うことです。現在の株安や円高も見方を変えれば、円高・ドル安が進んだ結果、輸入価格は円換算だと、1/3
まで落ち込んでいる、３年ぶりの安値水準です。いま原油の国際相場は１バレル６０ドルぐらいですか、円建
てだと５７００円、今年のピーク７月の初旬１４，８００円、１ドル・１０７円から９４円に上がったからで
す。世界で日本が最も原油相場下落の恩恵を享受することになる。大型タンカーの運賃も７月以降急落してい
る。これらが国内のガソリン・軽油に波及する。レギュラーガソリンの全国平均価格は１０月２０日時点で１
リットル１５７．４円、最も高かった８月から１５％安くなっている。これがまだまだ下がる可能性が大きい。
原油を使う企業にとってコスト削減効果は大きい。日経新聞の総合経済データバンク「ＮＥEDS」の試算によ
ると１０月以降１バレル６０ドルで推移すれば８０ドルの場合に比べて企業収益を１．４％押し上げる。家計
もこの恩恵を受ける。予兆はあります、九月に実施されたブラジル鉄鋼大手ＣＳＮの鉄鉱石鉱山子会社株式の
入札に対してＪＦＥなど日韓七社と最有力候補の鉄鋼世界最大手のアルセロール・ミタルとの争いは日本韓国
連合の落札で決着、資金調達力でミタルに劣るとみられていたが、金融危機が味方した。ミタルの株価は６月
から１０月までに実に五分の一までに下落していました。世界に広がる経済危機の根は深いが、金融危機に直
撃されたアメリカ企業に比べ比較優位の日本企業は少なくない。先を見据える冷静な目があれば、危機は変革
の好機になる。とは言っても円高による日本製品の輸出による利益は当然減少することになり景気が良くなる
ことは意味しないので、苦しくてもプラス思考で前向きに日々皆さんの背丈にあった活動をしてください。我々
の意識や価値観の変革こそが求められているという気がしています。
【会務報告】幹事 国師博久
① 11/13 例会後、定例理事会を行います。
【ビジター】鹿児島ＲＣ・・・瀬戸山史郎君
鹿児島城西ＲＣ・・・三木靖君
【Ｒ財団寄付目標達成者】11/13 森迫直子君・南幸弘君
【米山記念奨学会寄付】11/13 森迫直子君
【１１月の誕生日祝い】おめでとうございます！
森山隆治君（1 日）
押井啓一君（５日）
横山武博君（6 日）
佐藤俊一君（９日）

《次回（第 548 回）例会のお知らせ》
日 時：Ｈ20 年 11 月 27 日(木)
12：30～13：30 東急イン２Ｆ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：新会員卓話
[定例理事会（11/13）報告]
● 12 月のプログラム（承認）
12/4(木)年次総会
12/11(木)会員卓話
12/15(月)家族会 18：00～
（12/18(木)を振替え）
12/25(木)クラブ定款に基づき休会

【プログラム】ロータリー財団・米山委員会担当 池田副委員長
財団シェアシステムを理解・活用し、国際ロータリー活動へ参加して、活発で有意義な楽しいロ
ータリー活動を実現しましょう。（三木地区ロータリー財団委員長）

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、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、平和を達成できるようにすることである。
＊ポール・ハリス・フェローとは、ロ
＜各プログラムの内容＞
ータリー創始者に敬意を表し、自らま
現在ロータリー財団は、毎年、以下のプログラムに資
たは第三者の名義で米貨 1 千ドル以
金提供をしている。
上を寄付した人を指す。２回目をマルチプル・ポー
1. 教育的プログラム
ル・ハリス・フェローという。
① Ｒ財団国際親善奨学金
「1 学年度国際親善奨学金」
２． 使途指定寄付
「マルチイヤー奨学金」「文化研修の為の国際親
あらかじめ使途を決めて寄付するもの。ポリオ・プ
善奨学金」②大学教員のためのロータリー補助金
ラスがその代表例。ポリオ・プラス寄付は、一度ポリ
③国際問題研究のためのロータリーセンター
オ・プラス基金に入れられ、必要に応じ使われる。ビ
④研究グループ交換（GSE）
ル＆メリンダ・ゲイツ財団がポリオ撲滅のため 1 億
2. 人道的補助金プログラム
ドルを寄付され、ロータリーも昨年 12 月から、３年
① 地区補助金②ボランティア奉仕活動補助金
間同額を集めることとなり、1 クラブ 1 千ドルという
③マッチング・グラント④保健・飢餓追放および人間
目標額になった。その他、マッチング・グラント補助
尊重（3－H）補助金⑤災害復興
金などがこれにあたる。
3. ポリオ・プラス・プログラム
３． 恒久基金寄付
① ポリオ・プラス②ポリオ・プラスパートナー
この基金への寄付は投資され、その収益だけが財団
＜基金について＞
プログラムの支援に使われる。恒久基金寄付へ米貨 1
１． 年次寄付
寄付の基盤であり、財団プログラムの燃料といえる。 千ドルを寄付した人は、ベネファクター（後援者）と
して認証される。当クラブでは毎年、会長が認証され
この寄付は使途を指定することなくロータリー財団
ている。
に寄付するもので、寄付して 3 年後に、50％につい
４． クレジットカードプログラム
て地区が使途を決定することができる。地区財団活動
ロータリーカードを使用して支払った金額の 0.3％
資金（DDF）として直接地区に戻され、残りの 50％
がロータリー財団に寄付されます。2000 年以降全世
が国際財団活動資金（WF）として保留される。
界で 5 百万ドル以上が、恒久基金、財団プログラム、
当地区では’07 年 8 月度は、64 クラブ中 100 ドルを
ポリオ撲滅活動にもたらされた。その他、遺贈友の会、
達成したクラブは 42 クラブ（65.6％）である。当ク
大口寄付などがある。
ラブは市内 10 クラブ中で常に上位に位置している。
【ニコニコＢＯＸ】
◆三木靖君（鹿児島城西ＲＣ）・日頃出席出来ず残念
に思っていました。たまたまチャンスがあり、Ｒ財団
の例会に出会できてうれしいです。サザンさんの成長
に敬服しつつ、更に大きなご活躍を期待します。
・「鹿児島の埋もれた遺産に光を」講演会のチラシを
配布させていただきます。
◆池田耕夫君 三木先生久しぶりでございます。本日
出

席 報 告

会員数

出席数

第 546 回 11 月 13 日(木)

５２

３２

６１．５４

第 544 回 10 月 30 日(木)訂正

５２

４４

８４．６２

出席率％

は財団の話をしますが、後程財団地区委員長として少
しお話をお願い致します。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥２０0，０００－》
【ゴメンナサイＢＯＸ】
◆日高恒彦君 来週より２ヶ月間例会を休みます。途
中メーキャップをしてきます。ゴメンナサイ。
《ゴメンナサイ BOX 累計額 ￥２８，０００－》
11/15(土)友好ｸﾗﾌﾞ宮崎東ＲＣとの交流会(松八万にて)
宮崎東 8 名 当ｸﾗﾌﾞ 17 名参加
相互理解と親善を深めた
（友好クラブ盟約締結
－1998 年 5 月 11 日－）

市内他ＲＣプログラム
月日曜
11 月 21 日（金）
11 月 24 日（月）
11 月 25 日（火）
11 月 25 日（火）
11 月 26 日（水）
11 月 26 日（水）
11 月 26 日（水）
11 月 27 日（木）
11 月 27 日（木）

★例会時間・場所等の変更
ＲＣ

鹿児島ＲＣ
中央ＲＣ
東南ＲＣ
城西ＲＣ
南ＲＣ
西ＲＣ
西南ＲＣ
東ＲＣ
北ＲＣ

プログラム
地区大会後のクラブ協議会
祝日のため休会
クラブフォーラム（ロータリー財団）
ｹﾞｽﾄ卓話 今別府産業（株）代表取締役社長
５０周年記念式典リハーサル
卓話
外部卓話
フリートーキング
２０周年記念事業委員会別発表③
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