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◆会長挨拶（小柳 善裕 会長） 

今月はロータリー財団月間

です。先週、中島さんが「ロー

タリーの友」でも紹介されてい

ましたが、１０月２８日付けの

クラブ会報に掲載されていま

す、🔷ちょっと読んでみて下

さい🔷のRLI（ロータリーリー

ダーシップ研究会）で尋ねられたであろう質問に答えてみた

いと思います。 

 

ロータリー財団Ⅰ私たちの財団（Our Foundation） 

１． ロータリー財団と聞いて何を連想しますか？ 

国際ロータリーの銀行、米櫃、財務省、集金マシーン 

２． ロータリー財団について知っていることはどんなことで

しょうか？ 

会員から寄付を集め、ロータリーの事業を金銭面で補完

する。言い換えれば寄付を集めるに長けているが、なかな

か使わせて貰えない。 

３． 国際ロータリーとロータリー財団の違いは何でしょう？ 

お金を使う側とお金を集める側であるが実は表裏一体。 

４． ロータリー財団の使命は何でしょう？ 

国際ロータリーの使命を実現させるための予算建てと執

行。 

５． ロータリー財団への寄付には、どんなものがあるでしょ

うか？また、クラブでは、財団に対する寄付をどのよう

に集めていますか。 

寄付の種類 

① ポリオプラス(骨髄性小児麻痺の撲滅)や災

害救済基金の様な使途指定寄付 

② 恒久基金寄付 財団の屋台骨を支える寄付 

財団の維持費を捻出するための投資収益を得

る元 

③ 年次寄付 地区補助金、グローバル補助金

や奨学金 

白山石川クラブでは年次寄付として前期 2500円、  

後期 2500円の年間 5000円を会費と同時に徴収して

いる。 

 

６．自分自身の財団寄付額はどれくらいあるか知っています

か？また、調べたことはありますか 

クラブ要覧に記載されています。 

ポールハリスフェロー、マルチプルポールハリスフェロ

ー、ベネファクター 

以上 あくまでも私の私見主観であります。ご自分でぜひご

確認を。本日も楽しい例会にしましょう。  

 

◆お客様の紹介 

一般社団法人地域創成マネジメントいしかわ 代表  

金沢工業大学 教授   稲垣 渉（いながき わたる）様  

一般社団法人地域創成マネジメントいしかわ 理事 

半田 隆彦（はんだ たかひこ）様 

 

◆表彰の伝達 
米山功労者感謝状 第 1，2，3回マルチプル 池元 ことみ君 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告（林 哲也 幹事） 

・11/12  ガバナー事務所より、

2022-23 年度 ロータリ

ー財団 地区補助金申請

に向けての事前手続ク

ラブの参加資格認定：覚

書(MOU)ご提出のご案内

が届く。            

・11/15 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、ハイ

ライトよねやま２６０号が届く。友愛の広場にござ

いますのでご覧ください。 

・11/15  ガバナー事務所より、社会奉仕委員会活動アンケー

ト提出のお願いが届く。 

・11/16  ガバナー事務所より、派遣予定交換学生のための第

２回オリエンテーション開催のご案内が届く。 



2021年 12月 4日（土） 

リファーレビル石川県国際交流協会  大研修室 

・11/18  ガバナー事務所より、「日本のロータリー１００周

年ビジョンレポート 2020（本編）」の送付ならびに

ご回答のお願いが届く。 

・11/11 臨時理事役員会にて梶原靖夫さんの入会を承認 

・11/20 第 9回創立 20周年実行委員会開催 

18：30～ 場所：みつき庵 

 

◆プログラム 卓話 

講師  金沢工業大学 教授 稲垣 渉 氏 

演 題 『 わらいふー人生 100年時代の生き方 』 
一般社団の地域創生マネジメント

いしかわは、人生 100 年時代をい

かに豊かに過ごすかということで

三つの目標を掲げています。一つ

は心身の健康と生きがいづくりの

推進、もう一つはプロダクティブ

エイジングの実現、そしてそれを

元にした四世代共生の社会づくりです。心身の健康という事

で、身体と同じように心を鍛えるそういう心のジムみたいな

ことも含めて取り組みたいというのがまず一つ。そしてプロ

ダクティブエイジング、これは真の幸福というのは働き続け

るところにあるだろうという風に私たちは思っていて、もち

ろんボランティアとか趣味とかですね。それはそれで生きが

いに通じるものであるから存分にやればいいという風に思っ

ていますが、しかし本当の人間の幸福感ということを考える

ときちんとした仕事を生涯もてるかどうかということではな

いかなということで、色んな能力を活かしながら働いてこら

れた方々がいきなり引退というのではなくて、きちんと自分

たちのスキルを活かした形でやる、あるいは新しいものにチ

ャレンジしていくという事が大事じゃないかなという風に訴

えていきたい。そしてそれらを合わせ四世代共生の社会づく

りというものにチャレンジをしていこうということです。100

年というスパンで考えれば四世代がその一つの地域社会の中

で助け合っていけるそういう仕組みと地域社会というものが

できたらいいなと、そういうことを社団として活動をしてい

て、当初はこの『わらいふ』という雑誌はその機関誌という位

置づけにしていたんですね。創刊号にもありますが、わらいふ

の「わ」はWonderful Life（ワンダフルライフ）の「わ」で

あります。そして地域連携の輪。そして世代共生の和。そうい

う意味で笑いとライフ（人生）、それが重なり合うようなそん

な日常生活というものが続くといいなという意味での命名で

あります。当然ながらわらいふですから、わらいふの「わ」は

和風の「和」でもあります。つまり、わらいふというのは本来

の日本人の心を守る。あるいは日本人の生活様式を守る。そう

いうことも含めた思いをのせてわらいふな生き方という事を

一生懸命言っています。そのうち辞書を引いたらわらいふな

生き方というのが出てくるといいなという風に思ってます。

ようはまだ若い方もやがて老年になっていく、人生 100 年時

代というものが定着していく、その後半の行き方で一番望ま

しいのはわらいふな生き方だって、そういう使い方をしてい

きたいということです。では、具体的にどんな生き方かという

と、その答えをこのわらいふという雑誌が今探しているとい

うことです。ですから、ぜひわらいふを開いて読んでいただい

て、皆さんも一緒にわらいふな生き方ということを考えて欲

しいと思っています。我々が人生 100 年時代の最終盤に入っ

ていく、ほとんどそういう年齢の方が多いと思います。そこを

わらいふな生き方で人生 100 年を豊かに過ごせたらいいな、

そういう思いでこの本を作っておりますので是非一回読んで

いただければというふうに思っております。よろしくお願い

致します。ありがとうございました 

 

◆出席報告(木村 俊夫 出席委員長) 

● 出席率：78.38％ 

● 出席者：27名 /38名 

● 出席補填： 2名 

● 出席免除者：1名  

中嶋 満 

 

◆ニコニコボックスの発表(永瀬 喜子 委員長)  

小柳 善裕 会長 稲垣様、半

田様、例会卓話ありがとうござ

いました。人生 100年の生き方

について今後も御教授よろしく

お願いします。 

林 哲也 幹事 金沢工業大学

教授 稲垣渉様、卓話ありがとうございました。一般社団法

人地域創生マネジメントいしかわ理事 半田隆彦様、本日は

ようこそ！ 

浅野 昭利 稲垣先生、卓話ありがとうございました。 

福田 裕 国際交流の活動で評価され、知事から表彰されま

した。皆様のご理解とご協力のおかげと感謝しております。 

多田 茂 結婚記念日祝ありがとうございました。 

野澤 誠治 11 月の中頃を過ぎますと、気忙しくなってきま

したね。今週は天気が良いので助かります。 

池元 ことみ 一般社団法人地域創生マネジメントいしかわ

代表 稲垣渉様、理事 半田様、本日はようこそ‼ 卓話あ

りがとうございました。今後共宜しくお願い致します。 

西川 隆司 金沢工業大学 稲垣渉様、卓話ありがとうござ

います。私事ですが、初めて男の子の孫ができました。これ

までは 5人全部女の子でした。 

藤本 和久 一般社団法人地域創生マネジメントいしかわ代

表 金沢工業大学教授 稲垣渉様、卓話ありがとうございま

す。一般社団法人地域創生マネジメントいしかわ理事 半田

隆彦様、ようこそ。 

松田 和仁 一般社団法人地域創生マネジメントいしかわ代

表 金沢工業大学教授 稲垣様、理事 半田様、本日は卓話

ありがとうございました。誕生日祝いありがとうございまし

た。 

中島 育子 金沢工業大学教授 稲垣渉様、卓話ありがとう

ございます。一般社団法人地域創生マネジメントいしかわ理

事 半田隆彦様、ようこそ‼ コロナの感染者数が落ち着い

ていてとても嬉しいです。 

永瀬 喜子 稲垣様、半田様、本日はありがとうございまし

た。福田さん、県国際交流協力功労者表彰おめでとうござい

ます。我がクラブの柱でもある国際交流ですので本当に嬉し

い事です。 

本日合計 20,500円  今年度累計 306,000円 

 


