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《ロータリー財団月間卓話》
2021-22 年度 2740 地区ロータリー財団委員長
岡村康司 様

2021-22 年度 2740 地区ロータリー財団委員長の岡村
康司です。3 年前 2019 年の千葉ガバナー年度の地区
研修セミナーで分科会を担当させていただいたとき、
貴クラブの近藤竜一さんから卓話の依頼を受けたの
が私の財団委員長の最初の訪問卓話でした。
今日は 2 回目の訪問であり数多くのクラブの中でも
親しみを感じているクラブであります。
ロータリー財団が何をやってい
るか？ということを 30 分で説明
するのは無理がありますので今日
は、ロータリアンと世界平和への
貢献について少しだけお話しした
いと思います。
ロータリー財団は 1917 年にア
ーチ．C クランフさんというアメ
リカのロータリアンによって設立
された 100 年以上の歴史がある組織であります。
財団は国際ロータリー．RI とどのような関係にある
か？多くの方が疑問に思われていると思いますが、簡
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単に言えば「日本政府が RI で財団はが日銀」とイメ
ージしていただければいいでしょう。
ロータリー財団の平和活動は創設時にヨーロッパ
で起こった第一次世界大戦で傷ついた将兵、民間人の
支援から始まりました。
最近ではウクライナに多額の
支援金を送り我々の 2740 地区も３万ドルの支援を行
っています。
要するに財団の究極的な使命は国際的な
支援活動を行うことで世界平和を実現するという究
極的な目的があるわけです。
ロータリー財団には支援活動を行う上で 6 つの重点
項目があります。
①平和と紛争予防/紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率の向上
⑥経済と地域社会の発展
さて、これら 6 つの事柄に実際どのような現実と解
決案があるでしょうか？
①は紛争の予防と仲裁に関する研修を当事国のリー
ダーに提供することが考えられます。それが紛争地
域での平和構築に繋がるのです（簡単にはいきませ
んが）
②今、全世界で 240 万人の医療従事者が必要と言われ
ています。6 人に 1 人が医療費を払えません、だか
ら低費用（無料）の医療を提供しなければなりませ
ん。
③適切な衛生設備を利用できない人が 25 憶人います。
きれいな飲料水を飲めない人が 7 億 8300 万人いま
す。毎日 3000 人の子供が下痢疾患で亡くなってい
ます。だから下水タンクに汚水が流れる水洗式トイ
ゲスト卓話

地区ローターアクト委員会

安部雅隆 氏

レを設置しなければなりません。
④栄養失調、医療の不備、衛生の欠如で毎年５才未満
の多くの子供たちが亡くなっているのです。アフリ
カでは 39 人に１人の妊産婦が出産時の合併症で亡
くなっています。
⑤170 万人の教師が必要です。それには教師の養成と
教材の提供が必要です。
⑥生産性の高い仕事に就く機会を提供しなければな
りません。支援の行き届かない地域の貧困率を減ら
し雇用機会の創出と起業の支援が必要です。
6 つの重点項目は実行しなければただの「絵に描い
た餅」です。ロータリー財団は実行できる人材を作
る手助けをしています。
グローバル補助金奨学生を
育成することで世界で通用する人材が活躍できる
のです。
世界平和の実現が我々の究極の使命です。
これからもロータリー財団へのご支援（ご寄付）を
お願いして本日の卓話とさせていただきます。
ご清
聴ありがとうございました。

せんが、判決等を得た場合には一定の手続をとること
で口座情報を開示してもらうことができ、それを差し
押さえることができます。ただし、口座の残高が少な
い場合や、相手方が当該銀行から借り入れをしている
場合などは回収に繋がりません。
不動産の差押えも考えられます。ただし、多くの事
業所は、所有する不動産に担保設定をしていることが
多いことや、競売手続は時間や費用がかかるため、行
うかどうかは慎重に判断する必要があります。
店舗の動産の差押えを行った
数は多くありませんが、
こともあります。日銭が必要な商売の場合は、売上金
や釣銭等を保管していますので、思った以上の効果を
発揮する場合があります。
相手方が個人の場合は、
給与や退職金の差押えとい
う方法もあります。この方法は会社員・公務員など就
業状態が安定している相手の場合に有効です。
差押えが空振りになっても、その手続をとること自体
が、相手方の支払を促すという効果もあります。
皆さんも、もし債権の回収に悩んだ場合、法的な手続
をとって差押えをして回収することを検討されては
いかがでしょうか。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長
《幹事報告》
本日は、地
区のロータリ
ー財団委員長
岡村康司様の
ご来訪を心よ
り歓迎いたし
ます。昨年は
新型コロナの影響により、地区委員の方による卓話が
実現できませんでした。
当クラブは例年地区の補助金
事業を行うなどしており、ロータリー財団の制度等を
知っておく必要がありますので、会員一同しっかりと
勉強させていただこうと思います。
どうぞよろしくお
願い致します。
さて、今日は恒例の法律のお話をしたいと思います。
事業者からのご依頼で一定数あるのが債権回収につ
いてですが、
その中でも今日は差押えについてお話し
します。
たとえば、皆さんの事業所の取引先が売掛金を支払
わず、裁判をして勝訴判決を得たとします。判決は銀
行に持って行っても小切手のように換金できるわけ
ではなく、判決を使って自ら回収を図る必要がありま
す。その際に利用されるのが強制執行のうちの差押え
手続です。
それでは、どのような財産を差し押さえることが可能
でしょうか。
一番多いのは、銀行口座の差押えです。通常は相手
方の口座情報を銀行から教えてもらうことはできま

公門新治 幹事
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・公財）ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま Vol.266
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 5 月号
・ガバナー事務所
①日本人親善朝食会についてのお願い（締切日延期）
②新旧ガバナー補佐交代式＆懇親会開催のご案内
日 時：6 月 15 日（水）18：00～20：30
（終了予定）
場 所：ホテルニュー長崎 13F「桃林」
・佐世保工業高等専門学校
全国インターアクト研究会に参加の生徒さんより
研究会参加報告書
３.伝達事項
①5/17（火）18：30 よりホテルヨーロッパ「吉亭」
にて第 8 回市内 8ＲＣ会長・幹事会が開催されま
す。(会長・幹事・事務局同伴)
②5/19（木）セントラルホテル佐世保にて第 11 回
理事会が 18：00 より開催されます。

その後 18：30 より新旧理事役員懇談会が開催さ
れますので、
現理事役員の方はお時間と場所のお
間違いのないようお願いいたします。
③5/23（月）次回例会は奉仕プロジェクト・青少
年委員会卓話としてゲスト卓話第 2740 地区ロー
ターアクト委員会 委員 安部雅隆氏です。
《来訪ロータリアン》
長崎南ＲＣ 岡村康司 君（本日の卓話者）

《委員会報告》
小西研一 次年度幹事
次年度の各委員長におかれましては 2022-2023 年度
委員会活動計画書のご提出ありがとうございました。
全ての委員会の活動計画の内容について確認し、幹事
としての意見を付して各委員長にメールで返信して
おります。内容につき、ご確認の上、何かあれば幹事
までご連絡ください。今週 20 日(金)までにご連絡が
無い場合は、ご異存がなかったものと見倣し、次年度
活動報告書の編集作業を開始させて頂きます。
RI2740 地区 2023-2024 年度地区大会実行委員会
船津 学 本会議運営部会長
先日からのご案内の通り、明日 5 月 17 日（火）10 時
～九十九島観光公園にて、緒方ガバナー年度の地区大
会 PR 動画撮影を行います。みんなで盛り上げた動画
作成にご協力ください。10 時から撮影開始ですので
10 時少し前にお願いします。
地区大会用のお揃いのジャケットを準備しています。
明日は降水確率０パーセントです。
楽しく盛り上がり
ましょう。
蒲池芳明公共イメージ雑誌文献委員長
ロータリーの友 5 月号案内
5 月号は青少年華住月間です
横組み
RI 会長メッセージは 6 月にはヒュ=ストンでの温 082
年ロータリー国際大会で皆様にお会いできる事を楽
しみにしています、大会が素晴らしいイペントになる
事と確認していますと呼びかけています。またウクラ
イナの人たちがポーランドに避難してくる中、
ロータ
リーが多大な支援を行っており、ロータリーのプロジ
ェクトが参大な変化をもたらし、世界最大の平和推進
者としてロータリーの役割を果たす時だと呼びかけ
ています。
P8～P13
若者の間で急増する大麻の乱用 2020 年の 1 年間で大
麻事件の摘発が初めて 5 千人組、高校、大学生は過去
最多薬物乱用教室東京恵比寿 RC の活動が記載されて
います。

P1～P22
ウクライナのロータリーの会員達は平和への揺るぎ
ない決意を示し続けています。
1930 年代に、ウジゴロド、チェルニウツィー、リピ
トの 3 つの都市で発足。国際ロータリーCEO 兼事務会
長のジョンヒューコ氏はキーウ初のロータリークラ
ブ創立会員であります。2000 年 7 月にはウクライナ
とペラルーシ、ポーランドと共に第 2230 地区を編入
されロータリーが着実に発展してきました。クリミア
及び現在ロシア軍に占領されているドンバス地方の
一部には七つのロータリークラプがあったが、
現在残
るクラブはシンフェロポリ RC とアルシェンタ RC の 2
つのクラブのみで会員数は 14 人とあります。
P18 には下段部に国籍や信条などが異なる多くの人
が社会に奉仕するという共通の考えの下に団結し、ウ
クライナ中のロータリアンがさらにロシアのロータ
リアンが戦争から逃れた人々を支援した。生活の糧を
失い貧困状態に陥ったウクライナ人に手を差し伸べ
た記事を読んで私は心が救われました。平和の為のプ
ロジェクトとしてウクライナのロータリークラブは
紛争の機性者に医療や精神面での機助を提供し多数
の避難民を支援するとともに国家経済の再統合の為、
復興支援に繋がるような企画を実施しています。
P27 第 2740 地区塚崎寛ガバナーの佐賀県六角川を中
心とした河川の犯艦に対するロータリーからの義授
金贈呈式の記事があります。
縦組み
P4～8
第 2730 地区鹿児島南 RC 社会奉仕委員会第 11 回児童
虐待防止イベント講習要旨低年齢化する子どものメ
ディア漬けと題し 5 年間で 3 万人ほどの子供アンケー
ト調査で分かった事では 2 歳児が問題と提起してい
ます。スマホが 2 歳児の与える脳の発育に多大な影響
を及ぼしていると分析しています。
子供の脳の発達は
大人の責任とも言っています。オキシトシンという愛
情ホルモンを与えて育てる事が大切と記載されてい
ます是非一度ください。

《ニコニコボックス》
山口貴史 親睦活動委員
岡村康司 第 2740 地区ロータリー財団委員
本日はロータリー財団月間の卓話に呼んでいただき
有難うございます。3 年前の令和 1 年に初めてお邪魔
させていただき、今日 3 年ぶりに佐世保北クラブの皆
様とお会いでき嬉しく思っております。拙い話になる
と思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
本日は第 2740 地区ロータリー財団委員長 岡村 康

司様のご来訪誠にありがとうございます。第 2740 地
区ロータリー財団ではウクライナに３万ドル寄付し
ています。本日の卓話では、ロータリアンとして「世
界平和」についてお話しがあります。会員一同楽しみ
に拝聴させていただきます。
熊井雅人君（OB）
4 月 30 日に佐世保カントリーで行われた北斗会で優
勝しました。ニコニコです。
藤井良介君
本日のロータリー財団委員長 岡村様
ございます。楽しみに拝聴します。

卓話有難う

奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 小西研一君
国際ロータリー第 2740 地区ロータリー財団岡村委員
長のご来訪心より歓迎致します。地区補助金申請の際
は大変お世話になり、有難うございました。
本日は卓話楽しみに拝聴させていただきます。
福田俊郎君 永田武義君 富田耕司君 古賀新二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 松田信哉君
松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 船津 学君
西沢 寛君 井上隆三君 渥美大介君 村上英毅君
戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 内海一洋君
中村祐二君 山下雄弘君 山口貴史君 松尾祐輔君
二ノ宮 健君 野口好太郎君 鐘ケ江和重君
荒木利恵子君
本日は第 2740 地区ロータリー財団委員長 岡村康司
様のご来訪誠に有難うございます。
本日の卓話会員一
同、非常に楽しく拝聴させていただきます。

《第 8 回市内会長幹事会》
第 8 回市内会長幹事会が開催されました。

《地区大会実行委員会》
快晴の中、地区大会 PR 動画の撮影を行いました。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

51,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,093,000 円
戸畑教幸）

