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荒澤 威彦
本日はＲＩ第 2560 地区ロータリー財団委員会
奨学金-ＶＴＴ委員長で三条 RC の吉井直樹様から卓
話をいただきます。よろしくお願いいたします。
ある記事から――
５人の子どもの中の長女、久美子さん。勝久社長が一
番好きで、頼りにしていた娘。
銀行を退職して会社に入り、相続対策と言って関連
の資産管理会社に父親の株を譲渡させ、自ら社長にな
りたいと就任。新しいビジネスモデルが父親と意見合
わず（久美子さんは人件費削減のために、接客サービス
付きの販売からお客様がそれぞれ好きに選ぶ販売へと
変更）
、長男に助けを求めた父親。久美子さんは社長を
長男にとられると思い反発。それからはテレビで見た
光景の始まりだった。家具を買うということ――結婚
して新居に入れる家具。新社屋の受付の顔になる家具
――そんな幸せと期待に向かう場面で親子喧嘩を見た
人たちは、案の定足が遠のく。ごく自然の流れだろう。
現在は家電量販会社との資本提携で久美子社長として
奮闘中です。
１５年ほど前に、この会社に勤務していた知人から
紹介されて会ったときは、
30 代半ばの切れの良いお嬢
さん。お父さんとは本当に「娘バカ」と思うくらい仲が
良かった。そしてどことなく顔も似ていた。
独身のキャリアウーマンで、父もせがれより娘が社
長になるのが一番向いている気がすると言っていた。
そんな親子がテレビに出てびっくりした。
（あとは“インサイダー”に触れるので、こんなとこ
ろで。
）

◆本日の出席：47 中 27 名
◆今年度の累計出席率：85.01％
◆本日のゲスト：ＲＩ第 2560 地区ロータリー財団委員
会奨学金-ＶＴＴ委員長 吉井直樹様（三条ＲＣ）
◆先週のメークアップ：
なし

◆幹事報告 長谷川直哉幹事
●大谷ガバナー事務所より「2020-21 年度地区大会報
告」についてお知らせ
今年度は印刷物での配布はいたしません
地区のウェブページ（http://www.rid2560niigata/）に
掲載されています。
トップページ左側のメニューで「2560 地区紹介」の一番
下「大谷年度地区大会報告書」のタブをクリックしてくだ
さい。写真や映像が多いため、読込に時間がかかります。
●豊栄ロータリークラブより「創立 50 周年記念式典」の
ご案内
日時：2020 年 5 月 23 日(土) 登録開始 10：30 式典
11：00 お開き 14：40
会場：月岡温泉 ホテル清風苑
●佐渡ロータリークラブより「創立 50 周年記念式典」の
ご案内
日時：2020 年７月４日(土) 式典 12：30 お開き
15：30
会場：湖畔の宿 吉田家 （佐渡市両津 加茂湖畔温泉）
●三条市青少年育成センターより「三条市青少年健全ネッ
トワーク研修会」のご案内
日時：2020 年３月 14 日(土) 13：30～15：30
場所：三条市教育委員会 教育センター ホール (三条市
新堀 栄庁舎内３F)
講義：
「虐待、非行などを取り巻く現状」～大人がすべきこ
と～
講師：山脇由貴子様（女性の生き方アドバイザー。家族問
題カウンセラー）

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
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ニコニコボックス
2/10 11,000 円 累計 335,000 円
吉井君（地区Ｒ財団委員）
「昨年に続き、本日もよろしくお願いします。地
区財団委員として一生懸命努めます」
荒澤会長「今月は財団月間です。奨学金-ＶＴＴ委員長の
吉井様、宜しくお願いします」
長谷川幹事「ようやく三条の冬らしい気温になりました。
温度の変化に皆様ご自愛ください。
又、本日は地区の吉井委員長、よろしくお願いし
ます」
西巻君「吉井さん、卓話ご苦労様です。久々の例会出席と
なります」
田代君「吉井様、財団月間卓話宜しくお願いします」
坂本君、渡邊（光）君、銅冶君、熊倉君
「BOX に協力します」
佐々木君「BOX にご協力ありがとうございました」

卓話
「ロータリー財団月間」
ＲＩ第 2560 地区ロータリー財団委員会
奨学金-ＶＴＴ委員長 吉井 直樹 様（三条ＲＣ）

本日は財団委員会へ卓話の依頼ありがとうございました。
地区財団委員会奨学-VTT 委員長の吉井です。本日はよろ
しくお願いいたします。
昨年に引き続きの卓話ですので、本日は財団の仕組みや、組
織については省きますが、次年度へ向け、大きく補助金の要綱
が変更されますので、その要点をお知らせしたいと思います。
まずは本年、大谷年度の補助金実績をご報告いたします。別
表通り、今年は 9 事業に補助いたしました。そして３名の留
学する学生へ奨学金を授与いたしました。
それでは、次年度へ向け要綱の変更点をお知らせします。
１、補助金上限が変わります。
次年度より各クラブ３年前の寄付金額実績の 25％を上限と
して補助します。 【※次年度、三条南の上限は＄1,250】
２、スケジュールが変わります。
申請受付の期限が 4 月 25 日に延長されます。５月初旬に
TRF への申請可否を報告、５月中旬に一括申請いたします。
７月以降補助金オリエンテーション終了後 TRF の入金次第
送金いたします。

３、補助金活用の対象が変わります。
今までは継続事業は対象外でしたが、
今後は対象と
なります。寄贈品につきましてもロータリアンが寄贈
に積極的に関わることにより寄贈品そのものも対象
となります。
さらに詳しくは次週の財団セミナーにてお知らせ
する予定になっています。
三条南ロータリークラブ様
においても、補助金を活用していただき、有意義な事
業を行っていただきたいと思います。
最後にポリオ撲滅につきまして。
ナイジェリアでは
最後に野生型ポリオウイルスの症例が報告されてか
ら 3 年間が経過しました。これにより、早ければ
2020 年半ばには、世界保健機関が定めるアフリカ
地域全体のポリオ・フリーが認定される可能性があり
ます。そうなるとあと２か国になります。ぜひ一層の
ご協力お願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

今後の予定

※変更にご注意ください

2 月 24 日（振替休日） 休会
---------------------------------------------3 月２日（月）第一例会
3 月９日（月）
「水と衛生月間」
三条地域水道用水供給企業団
事務局長 藤井 勲 様
「三条地域水道用水供給企業団の概要と
水道行政の動向」
3 月 16 日（月）移動例会〔施設見学例会〕
於：三条市体育文化会館（荒町 2）
三条市福祉保健部健康づくり課スポーツ振興室様
3 月 23 日（月）会員卓話 広岡 豊樹 会員
3 月 31 日（月）クラブ休会
---------------------------------------------4 月 6 日（月）移動例会〔第一例会〕
於：三条ロイヤルホテル
4 月 13 日（月）移動例会〔ランチ例会〕
於：ステージえんがわ・スパイス研究所（元町）
4 月 20 日（月）移動例会〔市内４ＲＣ合同例会〕
於：ジオ・ワールドＶＩＰ
講演：NPO 子ども虐待防止ネット・にいがた
代表 草間 真由美 様
4 月 27 日（月）卓話 三条ローターアクトクラブ
直前会長 荒木 優 様

近隣クラブ予定変更

（記帳場所）

2 月 19 日（水）三条 RC「新年会」 三条信用金庫
2 月 20 日（木）加茂 RC「雪見例会」加茂市産業会館
2 月 25 日（火）三条北 RC「三条北・東 RC 合同例会」
2 月 27 日（木）三条東 RC
三条ロイヤルホテル
（※事務局より 3 月カレンダーは 3/2 例会で配布致します）

