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      社会奉仕基金 

   4,391円 

  

    委員長：伊師 嗣迪     副委員長：大川 隆永 

  委 員：平田 洋一     委    員：髙﨑 卓哉  

  

  ロータリーの実践倫理 

「最もよく奉仕するものは、最もよく報われる」 He profits most who serves best. 

 . 

子どもの遊びでも「ママゴト」は３才までで

す。４～５才なったら何かに挑戦する、そうい

う要素が加わらないと、大人になれません。 

 子どもが傷つくのを懼れ、失敗させまいと思

うのは母親の間違いです。３才までは母の死す

ら、心の傷とはなりません。年齢に応じた試練

を乗り越えなければ、免疫はできない。抱きし

める愛情だけでは駄目なのです。試練に逢って

自分の頭で考えて乗り越えてこそ大人になれ

る。学歴ではない。10を聞いても１しか分から

ないのはアホです。悩み多き思春期を自らの体

験を頼りに道に拓いていく、自立した人に育て

ていかなければなりません。(伊師会報委員長 文責) 

新たな補助金の条件は何ですか 

 ゲイツ財団からの5,000万ドルの補助金は、ロー

タリーからの上乗せ寄付を求めるものではありま

せん。従って、ロータリーがこれに上乗せする資

金を集める必要はありません。補助金は、主に世

界保健機関（WHO）、ユニセフを通じてポリオ予防

接種活動に直接充てられるなど、ロータリー財団

によって、ポリオの脅威が最も顕著な国々に配分

されます。 
  

補助金はどのように利用されるのですか  

 ロータリーは、撲滅活動の第一線で活動するほ

かのパートナー団体とともに、撲滅達成に向けた

最も有効な補助金の活用方法を判断します。以下

の表は、過去数年間における補助金の使途を表し

たものですが、新たなゲイツ財団補助金も、同じ

ような方法で活用される予定です。 
 

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からロータ

リー財団への補助金 
プログラムの運営：２億8,116万米ドル（56％） 

監視活動：１億523万米ドル（21％） 

社会動員：4,481万米ドル（９％） 

技術的な援助：4,211万米ドル（8％） 

研究：1,637万米ドル（３％）* 

ワクチン：1,015万米ドル（２％） 

全国ポリオ・プラス委員会の運営：256万米ドル(1%) 

ポリオ・プラス補助金の割り当て（2002-11年度） 

ゲイツ財団チャレンジ補助金には、研究に必要な資

金も含まれています。（ポリオ・プラス） 
 

ポリオ撲滅活動に、さらに多くの資金が必要

とされているのはなぜですか 

 ２億ドルのチャレンジの達成は、ロータリーに

とって素晴らしい成果ではありますが最終的な目

標は、ポリオ撲滅の証明であり、それには追加の

リソースが必要となります。これから先のポリオ

予防接種活動において、現在も資金不足の問題が

残っています。この不足を解消するには、寄付国

が大きな役割を果たすため、ロータリアンはこれ

らの国の政府に対し、アドボカシー活動（政府へ

の働きかけ）を継続していきます。また、2012年

６月30日まで、ロータリアンがチャレンジを引き

続き支援していくことが大変重要です。 

40周年記念開催のお知らせ 
             

             日程  2012年11月17日(土) 

 

          小林 弘 実行委員長 

 ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、ポリ

オ撲滅活動のため、ロータリー財団に新たに5,000

万ドルの補助金を授与しました。 

 ゲイツ財団は、2008年と2009年に、ポリオ撲滅

を目的としてロータリー財団へ合計３億5,500万ド

ルの補助金を授与しました。この補助金に上乗せ

するためロータリーは2012年６月30日までに2億ド

ルを集めるチャレンジを開始しました。 

 ゲイツ財団より新たに授与された5,000万ドルの

補助金は、ロータリーによる上乗せ寄付を条件と

するものではありません。これは、期限に大きく

先立ってロータリーが２億ドルのチャレンジを達

成したことに対する称賛と、世界ポリオ撲滅推進

計画への引き続きの支援の必要性を示すために授

与された補助金です。 

国際ロータリー 

  ロータリー財団からのお知らせ 
               (2012年1月25日) 
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毎週火曜日12：30より（第1例会18：30） 

松戸市根木内249-7 北小金ボウル1F 

松戸市根木内249-7 ㈱山安 内 

047-344-5696 / 047-344-5696 

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 
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第1904回 例会 (第 29 週)  2012年 1月31日(火)  

2011 ー 2012年度 

四つのテスト 

 

言行はこれに照らしてから 

１・真実かどうか 

２・みんなに公平か 

３・好意と友情を深めるか 

４・みんなのためになるかどうか 

 

■国際ロータリー会長カルヤン・バネルジー 
■第 2 7 9 0地区ガバナー      山田修平 

■第 1 2分区ガバナー補佐     安井克一 

■松戸北ロータリークラブ会長 鈴木悦朗 

■松戸北ロータリークラブ幹事 児山守治 

国際ロータリー第2790地区第12分区  

松戸北ロータリークラブ 

2011-2012 国際ロータリー・テーマ 



The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう 
                               

 

   

 皆さんこんにちは。寒い日が続いておりま

す。毎朝行っている朝のおつとめでは、白い息

が出て、指もかじかむほど寒いのですが、おな

かから大きな声を出すと暖まってまいります。

幼稚園の子どもたちは今でも半袖半ズボン。

走ったり、寒風まさつをしたり、厚着をするの

ではなく、体の中から温めてゆくことを奨励し

ています。毎日の日課でいい習慣がつくられて

ゆきます。私自身、さまざまな研修を受ける中

で、自分を磨くために日課としては先日お話し

したように、フェイスブックを毎日更新してい

くことを自分に課しています。今のような情報

化社会の中で、情報の収集能力と発信力がより

多くの顧客の信用を得る道だからです。その

フェイスブックでは多くの方々にこれはわかり

やすいとかなりの方にシェアされ、評判が高

かったのものがありました。お手元の「成功者

と失敗者の条件」です。あらためて見ると非常

に簡潔で良く、ある方は朝礼で唱和していくこ

とにしようとか、うちの会社にも貼っておこう

といわれておりました。 

・成功者は人間的成長を求め続ける。失敗者は 

 現状に甘える、現状から逃げる。 

・成功者は自信と誇りを持つ。失敗者はぐちっ 

 ぽくなり、言い訳を言う。 

・成功者は常に明確な目標を指向する。失敗者 

 は目標が漠然としている。 

・成功者は他人の幸福に役立つ喜びを持つ。失 

 敗者は自分が傷つくことは回避する。 

・成功者は自己訓練を習慣化する。失敗者は気 

 まぐれで場当たり的。 

・成功者は失敗も成功へのプロセスと受け取る 

 失敗者は失敗を恐れて何もしない。 

・成功者は今ここに全力投球する。失敗者はい 

 つかはやるといって引き延ばす。 

・成功者は自己投資を続ける。失敗者は途中で 

 投げ出す。 

2月  7日(火)→8日(水) に変更  第12分区合同例会及びIM 点鐘 12：30 場所 松戸商工会議所  
 

2月14日(火)・・・・ 夜間例会 諸事お祝い(シャトレ)   点鐘 18：30 

例会変更のお知らせ 

・成功者は何事も信じ行動することができる。 

 失敗者は不信感が先に立ち行動できない。 

・成功者は時間を有効に活用、段取りをする。 

 失敗者は時間を主体的に創ろうとしない。 

・成功者はできる方法を考える。失敗者はでき 

 ない理由が先に出る。 

・成功者は可能性に挑戦し続ける。失敗者は安 

 全圏の殻にとじこもって不可能と思う。 

 これは歯科医院をやっているFB友達が、往診

に行ったとき、最近躍進している会社の廊下に

張ってあったものをデジカメで撮影したものを

投稿されていたものですが、かねがね「楽しく

てメリットがないと人は集まらない」と考えて

いる私は、会員の皆様にメリットとして紹介し

たいと思い、下のほうに、ロータリーで大切な

ことばも入れて作成いたしました。ロータリー

は先日お話したように「入りて学び、出でて奉

仕せよ。」より多くの顧客を得るように経営哲

学を学ぶ場でもあります。どうぞ会員の皆様の

会社やご家庭でご活用いただければ幸いです。 

さて、今日は先ほどまで幼稚園のお母様方対

象の子育て講演会でした。今日はフジテレビ

「エチカの鏡」で有名になり、70万部のベスト

セラーを出した横峯吉文さんの講演でした。今

日はその横峯さんに無理を言ってロータリーの

卓話をお願いしました。 

全ては1から始まり毎日の積み上げで10年でだ

れでも一流になれる。苦労を与えることによっ

て心が育ち、試練を与えることによって考える

力が身に付く。学習の基盤をつくるいい生活習

慣は「つ」のつく年齢までにつくっておこう。

出来ない子なんていない。ダメな子なんていな

い。時間のかかる子はいるんだ。そしてみんな

必ず役割がある。男の子と女の子の子育ては違

う。幼稚園では２時間たっぷりエネルギッシュ

な講演をしていただいたあとですが、後程どう

ぞご静聴ください。 

2012年  1月31日 

会長挨拶         会長 鈴木悦朗 
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              ロータリーの奉仕哲学「超我の奉仕」Service above self  
              このServiceの意味は人のためにつくすこと。ビジネスでもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借り 

              れば「永続的な顧客を得る道」であり、信用を増して繁栄への道につながる。 

 

   

 卓話 

「幼児教育」 

  こんにちは！横峯と申します。横峯さくらの

伯父です。さくらの父親は、私の９才年下の弟

で私がゴルフを教えました。今でもスコアは私

の方が上だと思います。私の住んでいる所は志

布志市という所で鹿児島県の田舎です。そこで

幼稚園をやっていますが、私の幼児教育の実践

を幼児研究会が取り上げて「ヨコミネ式」とい

う形で全国の幼稚園.保育所に拡めてくれてい

まして、私の大きな社会貢献的事業となりまし

た。幼児研究会は支部が２ヶ所、50人のスタッ

フで全国230ヶ所の支持を戴いております。先

程の紹介で、私の著書の話が出ましたが、私が

考えていることをしゃべりますと、それを出版

社が、本にしてくれるのです。それだけで70万

部も売れるそれ程注目されることとは何でしょ

うか。 

 

 

「幼児の持つ、驚きの可能性」 

 私の保育園でやってい

ることです。４～５才の

児、入園して二年目には

100％の児が逆立ちをし

て歩きます。跳び箱10段

を全員が一秒 間隔で跳

んでいきます。  

 スパルタ教育の結果では

ありません。私が気付いた

「才能を引き出す法」に

則って教育した結果なので

す。学習面では３才から始

め、「自学自習の習慣」を

３年生までに身につけさせ

ます。そうすると、そのま

ま成長して自然に伸びてい

きます。６年生になった時、試しに難関と云わ

れた私立中学を受験させました。３人受験しま

したが、一人は幼児期 自閉症と云われ、一人

はチック症、パニックになると壁に頭をガンガ

ン打ち付けるような子でした。その二人も中以

上の成績で合格。あと一人は女の子でしたが、

数学はトップでした。   

 校長先生から是非入学して呉れと云われまし

た。今、その子達をどこまで見届けられるか、

高校受験まで自学自習で面倒を見ていきたいと

思っています。そんなことで、今や受験競争で

有名な韓国やインドネシアのジャカルタから

も、教授や博士といわれる人達が来ています。 

 

「子どもの能力を伸ばす」 

今、高校の受験に際しては、中学の先生は全

入を目標に、子どもの能力を偏差値で測り、行

くべき高校を進路指導と称して決めてしまいま

す。伸ばせる子どもの能力を、プロとして伸ば

し得ないで、一生の進路を割り振る。それを私

は許せない。「自学自習の習慣」を身につけさ

せれば、子ども自身が伸びて行くのです。 

「子どもの能力にブレーキを掛けているもの」 

(次ページにつづく) 

東漸寺幼稚園は「ヨコミネ式」を採用してい

ただいて、１年余りになります。今日はお母さ

ん方にお話をする機会を戴きました、この考え

方に立って子育てすれば、誰だって成功するの

だということを説明しました。第二次大戦後、

アメリカは日本人の能力を恐れて愚民教育を押

しつけました。 

今や不登校・ひきこもりは170万人を突破し

たということです。 

幹事報告：児山守治 

1.例会変更のお知らせ 

  松戸西ロータリークラブ 

  2月 8日(水) 第12分区合同例会及びＩＭ 

          点鐘  12：30 

  2月29日(水) 定款第6条第1節により休会 

2.ガバナー事務所・・Ｒ財団の補助金 

3.米山記念奨学会・・寄付金の領収書 

4.ロータリー財団・・   〃 

5.山田ガバナーよりロータリーカード使用 

  カード利用は0.3％震災復興に寄付 

横峯 吉文様 

                 WEEKLY REP   RT 


