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● ロータリーソング「我らの生業」 

● 森本敬三 様 第 2550地区 2018-2019年度ガバナーノミニー・ロータリー財団委員長・卓話者 

● 齊藤省吾 様 宇都宮さつき RC 

 

   みなさんこんにちは。本日の会長の時間は、10月のロータリー月間「経済と地域社会の発展」

についてのお話しです。資料を配布致しましたのでご覧ください。 

世界では、雇用されているにもかかわらず、1日にわずか 1ドル 90セント（約 220円）で暮

らしている人が、約 8億人いると言われています。この約 8億人は、生活するうえで十分な食

べ物がないと言われています。この数字は、世界で 9人に 1人が該当することになります。 

ロータリーは、貧困問題に対して、持続可能な解決策をもたらすための活動を行っています。

地元経済の発展と貧困の軽減のために、これまでにロータリー財団が授与した補助金は、約

2,900万ドルと言われています。日本円で、約 32億円です。そして、ロータリアンとロータリ

ー財団は、そこに住む人びとが経済的、社会的に自立できる道をひらけるよう活動をしていま

す起業家とリーダーの育成、特に女性に対してのエンパワメントは、地域社会の発展に欠かす

ことはできません。要するに、女性に「権限を与えること」「自信を与えること」「力を付けて

やること」です。なぜなら、飢えに苦しむ人びとのうち、全体の 60％を占めるのが女性と少女

だからです。 

ロータリーによる活動の例として、グアテマラでの貧困の連鎖を断ち切るための女性への支

援 やエクアドルでの スキル開発 と 経営の研修、そして、西カメルーンでの持続可能な農業

支援などがあるそうです。日本においても企業の人件費削減の流れからワーキングプアが生ま

れました。その数は、日本全国で約 675万世帯ほど と言われています。このロータリー月間「経

済と地域社会の発展」の対象国の中に、日本もいずれ 入る日が来るのかなと思いました。 

本日は、地区ロータリー財団委員長 の 森本様 がおいで下さいました。せっかくの機会です

ので、ロータリー財団について、質問がある人は遠慮せずに質問して下さい。良くわからない

けれど寄付だけしているロータリー財団より、自分自身で理解・納得したロータリー財団の方

が価値があると思います。 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

3 月 第 4 例会          

2019 年 3 月 26 日(火)     会員数 40 名 出席数 24 名 

TEL:028-
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Rotary Supports Local Economies 

 

地元経済促進における成果 

 

ロータリーのプロジェクトを通じて指導や研修を受けた人びとは、地域社会での貴重な人材となって住

民への指導、新ビジネス立ち上げの支援、経営方法の指導などを行っています。 

  

ロータリーによる活動の例： 

 

グアテマラ・貧困の連鎖を断ち切るための女性への支援 

グアテマラ僻地に住む女性の多くは、銀行から融資を得るための担保がありません。グアテマラのロー

タリークラブは、女性たちが共同出資して小口融資プログラムを開始できるよう、地元 400 人の女性た

ちを対象に金融リテラシーの研修を実施しました。 

 

エクアドル・スキル開発と経営の研修 

エクアドルでは、250 口以上のマイクロローンを融資しつつ、地元住民 270 人を対象に裁縫、パン焼き、

配管、マイクロクレジット、経営管理、リーダーシップに関する研修を実施しました。 

 

西カメルーン・持続可能な農業  

西カメルーンでは、土壌浸食と土壌劣化のために収穫が大きく減少していました。このような状況を受

け、ロータリー会員は土壌を肥沃にし、土壌浸食を食い止め、農作物を市場に出荷するのに必要なスキ

ルを農家に指導。その結果、収穫量が増し、農業収入が増えました。 

  

$2900 万 

地元経済の発展と貧困の軽減のためにこれまでにロータリー財団が授与した補助金 

 

7.95億人 

十分な食べ物がない人（世界で 9 人に 1 人） 

 

60％ 

飢えに苦しむ人のうち、女性と少女が占める割合 

 

70％ 

極度の貧困者のうち、僻地に住み、生活の糧を農業に依存している人 
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   §来週 4月 2日は夜間例会となっております。お時間お間違いのないようご注意ください。 

§古澤丈作さんの紹介をレターBOXに配布いたします。 

回覧 

§宇都宮市内 10ロータリークラブ親睦ゴルフ大会のご案内が届いております。 

§米山梅吉 官報が届いております。 

お知らせ 

3月 26日は ・・・バングラデシュ 独立記念日  1971年（昭和 46） 

 東パキスタンがバングラデシュとして独立した。 

1947年 8月 14日に、(旧)インドが  ①ヒンズー教徒のインド、②仏教徒のセイロン(現在のス

リランカ)、③イスラム教徒の(旧)パキスタンの 3つに分かれたが、パキスタンは国土がインドに

よって東西に分断された飛び地となっていた。 

＊その他＊ 2010年 足利事件の再審で宇都宮地裁が無罪判決。 

 

 

§森本敬三様 第 2550地区 2018-2019年度ガバナーノミニー・ロータリー財団委員長 

          

§仲田真介会長  森本敬三様「ロータリー財団について」ということで K張娜時間をありがとう

ございます。本日の卓話よろしくお願い致します。また、今日でタバコを止め

て 7年になりました。ニコニコします。 

§熊倉 学会員  皆さんこんにちは。本日の卓話者、地区財団委員長 森本敬三様のご来訪を楽

しみにしていました。今日はよろしくお願い致します。 

§長 正英会員  森本ガバナーノミニー、卓話よろしくお願い致します。 

§物井慶太会員  ワインありがとうございました。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 12,000 円 

 

 

§第 24回地区親善野球大会が 5月 19日(日)出欠確認をお願い致します。  

ホストクラブですので皆様のご参加をよろしくお願い致します。     

 

 

    第 2550 地区 ロータリー財団委員会 

    委員長 森本 敬三 様 

 

    資料配布の上、ロータリーロータリ財団設立から、現在そしてロータリー財団の運営など細部

にわたるまでの大変貴重なお話を聞くことができました。 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員 

 

 

 

 

野球大会実行委員会報告      古矢 幸伸 実行事務局 

 

 

 

   招待卓話 

 

 

 

 

https://matome.naver.jp/odai/2136365930461654901/2136365985861782103
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1117 回 

4 月 9 日(火) 

クラブ協議会 

次年度会長方針 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1118 回 

4 月 16 日(火) 

新入会員卓話 

石川智之会員 

金 克基会員 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1119 回 

4 月 23 日(火) 

新入会員卓話 

長 英明会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

4 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告 髙橋順也 友愛常任委員長 

 

会員数   40名  前々回ＭＵ   4名 

出席数   24名   前々回訂正   33名 

欠席数    16名   前々回訂正率  

出席率  60.00％        82.50％ 

 

次回例会予定 

 

第 1116 回 4 月 2 日(火) 

夜間例会 観桜会 


