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第 １２４６ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 7月 19日（火）  ・点鐘時間   12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ 

・発行月日 平成 28年 7月 26日（火） 

 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。暑い

中を出席いただき、ありがと

うございます。このところ毎

週のように部門セミナーが

行われていますが、出席いた

だきました皆様、お疲れ様で

した。内容については後ほど

報告をお願い致します。 

 さて、ロータリーには「最もよく奉仕する者、最も多く 

報いられる」という言葉があります。仕事あってのロータ 

リーですから、思うようにならないことがあっても明るく 

笑顔を忘れず、元気で精励したいと思っています。今日は 

今年度のスローガン「笑顔でひとつの平和な世界を!!」に 

関連して、笑いがもたらす効果について書かれたものがあ 

りましたのでご紹介致します。（「ニコニコ力」より） 

 「笑い」がガン細胞を退治してくれる NK（ナチュラル・ 

キラー）細胞を活性化させ、心身の免疫作用を強化するこ

とはつとに知られています。ある実験では 19 名のボラン

ティアの協力を得て漫才、喜劇などを見て 3 時間ほど笑っ

てもらったそうです。笑う前と後の血液を調べたところ、

笑った後では明らかに NK 細胞の働きが活発になってい

ることがわかりました。しかも、笑うことによって NK 細

胞が活性化する速度は、注射で免疫能を活性化させるより

もはるかに速かったそうですから、笑いがいかに人の健康

にとって大切かを示しています。 

また、日常生活でほとんど笑わない高齢者は笑う高齢者

よりも脳卒中の割合が高いことも、東京大学などの調査で

わかってきたそうです。健康だけでなく、苦境を跳ね返す

力は笑うことによって生まれることがスポーツの世界で

も証明されつつあります。本当の強さとは、失敗をしても

挫折をしても淡々と、ニコニコと生きていくことなのかも

しれません。笑って過ごす一日にしましょう。 

 

中村隆雄幹事 

１．クラブ内で使用する請求書用紙を作りました。幹事報

告綴りの中に入れておきますので、出費が発生した際

には用紙に記入して領収証と共に提出してください。 

２．地区より「地区大会記念チャリティーゴルフの案内」 

 

  がきています。（坪井委員長が取りまとめる） 

  日時・場所：10 月 3 日（月） 大利根 C.C 

３． 越谷市内清掃美化運動推 

進協議会より「アンケート 

  の協力依頼」がきています。 

４．第 8 グループ各クラブよ 

  り 7・8 月の例会案内がき 

  ています。 

５．「第 15 回ロータリー全国 

囲碁大会開催の案内」がきています。 

６．地区より「2770 地区ロータリーフェスタⅡの案内」 

がきています。（テントブース申込み） 

７．米山記念奨学会よりハイライトよねやま 196 が送付

 されています。 

８．年度計画書プログラム（10 月）変更の案内 

1257 回例会 10／11 小林操ガバナー補佐来訪(クラブ協議会) 

1258 回例会 10／18 越谷市民まつりへ振替のため休会 

※ 「幹事報告綴りファイル」を作りましたのでご覧ください。 

 

 

■地区活動報告          大野 弘地区副幹事 

7／2 会員増強・広報合同セミナ

ー、7／16 財団セミナーが開催

され、担当者として出席しまし

た。またガバナー公式訪問も担

当となっているため、今後はガ

バナーと同行することになり

ます。併せて地区大会記念ゴル

フおよび地区大会に向けた活動を進めている関係でクラ

ブの例会にはなかなか出られませんが、メークアップカー

ドがたくさんありますので出席報告で使っていただきま

すようよろしくお願い致します。 

■米山記念奨学委員会         浅田修司委員長 

7／17 米山記念奨学部門・学友部門セミナーがありました

ので報告致します。米山記念奨学部門は端的に言えば寄付

をどのようにするのかという部門、学友部門は昨年度新た

に創設された部門で 4 つの留学関係部門があり、学友相互

の連携ネットワーク作りをしようということで作られた

と聞いています。米山記念奨学部門では寄付増進について 

 

次月・次週インフォメーション 

7／26 通常例会（卓話） 

8／ 2 通常例会 

／ 9 通常例会 

 

 



各クラブの現状を聞きましたが、当クラブでは皆さんと協 

議して寄付をお願いしていくことになります。また、全体

の話として留学生が偏っている現状について議論しまし

た。学友部門の方は、昨年度から始まったばかりというこ

ともあってどのように組織化していくのか、なぜ作られた

のかといった説明と相互につながるメリットはあるのか

といったところも含めて協議しました。 

■スマイル報告       宮坂真志社会奉仕副委員長 

・本日もよろしくお願い致します。    佐々岡 修 

・たいへん暑くなりました。水分を多めに取りましょう。 

 本日例会よろしくお願いします。      中村隆雄 

・皆様、お暑うございます。これからが夏本番です。体 

 調管理にお気をつけください。今日もよろしくお願いし 

 ます。                  坪井 明 

・エアコンがストップしました。暑いですが頑張りまし 

 ょう。水分をいっぱい取りましょう！    仲 文成 

・本日もよろしくお願いします。       小池和義 

・暑い日が続きますね。RCも夏休みが欲しいですね。 

武藤正雄 

・本日もよろしくお願いします。       高橋 護 

・皆様お久しぶりです。1 ヶ月強ほどお休みしておりまし

たが、これからまた色々と参加させていただきますので、 

 よろしくお願いします。          浅田修司 

・たいへん暑い中、クーラーが効かなくて申し訳ありま 

 せん。                  山下良雄 

宮坂真志              小計 10,000 円 

■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長                                       

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 11 名 8 名 3 名 93.3％ 

■クラブフォーラムの報告（収録なし）  中村隆雄幹事 

検討事項：親睦旅行、夜間例会、会員卓話、米山寄付 

 

『友』7 月号より    ロータリー財団管理委員長の思い 

「よいこと」を実行し続けた 100年を記念して 

2016-17 年度ロータリー財団管理委員長 カルヤン・バネルジー 

 ロータリーの新たな年度が始まる時期は、いつも胸が高鳴り

ます。行動を促す新たなテーマが掲げられ、新しいクラブ役員

が就任し、これから始まる新しいプロジェクトが待っているから

です。さらに 2016－17 年度はロータリー財団の創立 100 周年

という記念すべき年でもあります。 

 1917年にアーチ C.クランフが「世界でよいことをするために」

基金の設置を提案して以来、ロータリー財団は世界規模の人

道支援団体へと発展を遂げました。100年もの歴史を誇る慈善

財団は他に類を見ません。26 ドル 50 セントというつつましい金

額の寄付から始まったことを考えれば感慨無量です。現在で

はロータリー財団の資産は 10 億ドルに達していますが、これも

世界中のロータリアンの類いまれなる寛大さの証しにほかなり

ません。 

 私は時折、もし全てのロータリアンが世界中で持続的な支援

をしたなら、財団はどれだけ発展するだろうかと思いを巡らせま

す。皆さん一人ひとりが、私たちが誇りに思う財団が遂げてきた

多くの成功に思いを馳せていただきたいと思います。 

この 100 年間に、ロータリー財団は規模の大小を問わず幅 

広い問題に取り組むため、世界中の何千という地域社会に 30 

億ドルを提供してきました。グローバル補助金や地区補助金を 

授与されたプロジェクトは多くの命を救い、多くの人々の生活を 

変え、この重要な伝統を受け継いでいくために奨学生の教育

や職業訓練を支援しています。 

 100周年は会員にとって、さらに世界中の人々にとって、ロー

タリー財団の人道的活動の豊かな歴史を振り返る絶好の機会

です。ポリオ撲滅への闘いはビル・ゲイツ氏をはじめとして多く

の賛同者を得ていますが、中心的役割を果たしたロータリーの

並々ならぬ貢献によって実現したということを、今こそ広く伝え

るべきです。猛威を振るう疾病との闘い、きれいで安全な飲み

水の提供、識字率向上による教育の普及、地域経済の発展の

支援に関するさまざまな活動についてもスポットライトを当てま

しょう。 

 財団の 100 周年をどのように祝うにしても、記念行事を可能

な限り広報してください。地域社会全体が参加できる行事を開

催して、ロータリー財団が行っているよいことについて知っても

らう機会にしましょう。 100 周年記念の活動については

www.rotary.org/ja/foundation100のウェブサイトに多くのアイデ

アが掲載される予定です。 

 ジョン F.ジャーム国際ロータリー会長が選んだ「人類に奉仕

するロータリー」というテーマは、財団の活動そのものを表して

います。財団の活動があってこそ、ロータリアンは長年にわたっ

て人道主義を掲げ、助けを求めている人々に奉仕することがで

きたのです。今年度は、そうした活動を継続し拡大するのはも

ちろんのこと、ぜひ、そこから生まれるストーリーをもっと紹介し

て行動を促していきましょう。 

 

若き日のアーチ C.クランフ 

アーチ・クランフは 1869 年 6 月 6 日、ペンシルバニア州・カンノート

ビルの貧しい家庭に生まれました。父親のモートン J. クランフはニュー

ヨーク州の田舎の出ですが、1771 年そこに定住しました。母親はアメリ

カの有名な小説家ジェームス・フェニモア・クーパー（1789～1851）の

末裔にあたる人で、子供の頃はよく、この母親からレーザーストッキング

物語などを読んで貰ったりし、アーチは常にその文学的遺産を受けつ

いだことを誇りにしていました。（中略）アーチはまた音楽をも好みまし

た。彼は優れたフルート奏者で、14 年間クリーブランド・シンフォニー・

オーケストラの団員で、マネージャーを務めました。その後アマチュア・

オーケストラのクリーブランド・ヘアメッツに加わりましたが、晩年インタ

ービューに答えて次のように語っています。『わたしは心と知性の完全

な調和を求めて努力しています。わたしの心は音楽にあり、知性はビジ

ネスにあります』と。 

 アーチは大部分を独学で通しました。12 歳のとき、家計を支えるた

めに学校を去りましたが、クリーブランドの社会福祉施設で夜学に通い

ながら学力の不足を解消しました。 16 歳のとき、クリーブランドの

Cuyahoga Lumber Company という会社の給仕となり、1日 1 ドルの給

料を貰っていましたが、まもなく出世して社長となり、28 年後にはその

会社のオーナーになりました。彼はまた、貯蓄貸付組合の社長や、汽

船会社の副社長もしました。そして、クリーブランド、果てはオハイオ州

を通して商業活動や地域社会活動を行ない、法定不動産業者の代表

として活躍しました。このように、アーチ・クランフは貧しい少年時代を

過ごしましたが、ついには米国オハイオ州クリーブランドで実業家とし

て大を成すに至ったのです。         (「ロータリー探求」より抜粋) 

http://www.rotary.org/ja/foundation100

