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第 2069回例会  平成 29年 11月 20日（月曜日）第 15号  

 

本日の例会 １１月２０日（月） 第３例会 

◎ソ ン グ 『限りなき道ロータリー』 

◎卓  話 『シープケア・バスプロジェクト 

の現状報告』 

担当：岩橋 竜介会員 

◎本日の献立 中国料理 

※ 次週２７日は休会です。ご確認をお願い致します。 

次回の例会 １２月４日（月） 第１例会 

◎卓  話 『  未定  』 

 担当：岩﨑 史郎会員 

前回の例会 １１月１３日（月） 第２例会 

◎ビジター 

 

大阪東ＲＣ    領木 誠一様 

会 長 挨 拶             宮田 照男 会長 

皆さん、こんにちは。 

先週末は、１０日１１日と地区大会があり、皆様方

にもご出席いただき、ありがとうございました。 

また、引き続き１２日は、公徳学園ＵＳＪ招待の奉

仕活動に、多くの会員の皆さんがご参加くださり、

子供たちも喜んでくれたようで、大変うれしく思っ

ております。ありがとうございました。詳細は後ほ

ど岡本社会奉仕委員長からも報告があると思います  

上期のイベントもあと、１２月１６日のクリスマス

家族会を残すばかりになりました。今年はお子様に

は人形劇、大人の方にはサックス演奏を企画してい

ただいてるそうです。ぜひご家族・ご友人をお誘い

の上、多数、ご参加くださいますようよろしくお願

いいたします。 

今週末から一段と寒くなると予報が出ております。

体調にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。 

幹 事 報 告          岩橋 竜介 幹事 

1.11月 30日（木）開催の情報集会の回覧を回して

おります。多数のご出席をよろしくお願いいたし

ます。 

2.12月 16日（土）開催のクリスマス家族会のお知

らせをご自宅に郵送いたします。ご家族ご友人に

お声がけいただき、多数のご出席をよろしくお願

いいたします。いい音楽と楽しい人形劇があり、

ご家族、お孫さんなども楽しめるプログラムをご

用意しております。ふるって御参加下さい。 

3.本日、ロータリー財団特別寄付お振込みのお願い

をポストに配布しております。ご確認の上、ご協

力をお願いします。 

出 席 報 告            金子 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １８名 

本日の出席規定適用免除会員 ９名 

本日の出席率 ９０．００％ 

１０月３０日の修正出席率 ８９．４７％ 

ニコニコ箱報告       副ＳＡＡ 伊藤 雄一 

宮田会長 皆様方には、地区大会参加に、公徳学園

ＵＳＪ招待の引率とお疲れさまでした。

ありがとうございました。 

岩橋幹事 昨日の社会奉仕、お疲れさまでした。欠

席お詫び致します。 

瀧田会員 地区大会、ＮＨＫホールに行ってきまし
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た。１２日のＵＳＪの公徳学園の件、ご

苦労様でした。大変だったろうと想像し

ています。ありがとう。 

佐藤会員 公徳学園生徒のＵＳＪ招待につきまし

ては、昨日は大変お疲れさまでした。特

に岡本委員長には大変ご足労頂き有難

うございました。余りお役に立てず申し

訳ありませんでした。 

三木会員 ロータリー月間宜しくお願いします。 

岩﨑会員 公徳学園とのＵＳＪ、お疲れさまでし

た。 

細川会員 昨日はＵＳＪでの子供達のお世話岡本

委員長初め会員の皆様お疲れ様でした。 

そこで一句、 

「抱っこして 喜ぶ子供 肩痛し」 

小川会員 岡本委員長、そして参加された皆様、お

疲れ様でした。公徳学園の皆様も喜んで

おられたと思います。 

金子会員 公徳学園の皆さんを招いてのＵＳＪ，子

供たちの楽しそうな顔が見れて良かっ

たです。岡本さん、会員の皆様お疲れさ

までした。 

岡本会員 昨日の、社会奉仕委員会イベント、公徳

学園の子供達を招待し、大盛況でした。

ご協力ありがとうございました。 

尾崎会員 ＵＳＪご苦労様でした。 

中村会員 昨日の公徳学園の奉仕活動お疲れ様で

した！天候もよく大変盛り上がりまし

た。 

伊藤会員 昨日の公徳学園のＵＳＪ招待に参加さ

れた方、お疲れ様でした。岡本委員長、

お疲れ様でした。有難うございました。 

社会奉仕委員会報告    委員長 岡本 慎一 

平成２９年１１月１２日、児童養護施設公徳学園

の子供達をユニバーサルジャパンへ招待しました。 

参加人数は、施設の子供達４９名、引率職員８名 

会員ロータリアン１２名でした。 

当日、会員方には、予めＵＳＪでチケットを購入

して頂き、子供達をＵＳＪ入り口で出迎えて頂きま

した。 

子供達がＵＳＪに入場してからは、会員の皆さん

は、パレードがよく見ることができるように、子ど

もをずっと抱き上げて頂いたり、子供達の世話して

いただきました。 

また、子供達がすぐにアトラクションに乗れるよ

うに子供達の代わりに列に並んで頂いたり、食事の

手配の補助をして頂くなど大変、協力をして頂きま

した。 

会員の皆様には最後まで、ＵＳＪを出た子供達を見

送って頂きました。子供達は非常に楽しい経験をす

ることができ、喜びながら施設まで帰っていきまし

た。クラブの貴重な資産を使わせて頂き、有意義な

社会奉仕活動となりました。会員の皆様にはご協力

頂き、ありがとうございました 

卓 話          担当：三木 武志会員 

『ロータリー財団について』 

 

今月はロータリー財団月間です。ポストに案内が入

っておりますので、よろしくお願いします。 

 

ロータリー財団とは（The Rotary Foundation） 

組織および目的(Organization and Purpose) 

 

国際ロータリーのロータリー財団は、1917年に基金

として発足し、1928年国際大会でロータリー財団と

名付けられました。1931年に信託組織となり、1983

年に米国イリノイ州の法令の下に非営利財団法人

となりました。ロータリー財団は、財団の 

法人設立定款と催促に従って、ロータリー財団管理

委員会が慈善的、教育的目的のためにのみ運営する

ものとします。 

 

ロ ー タ リ ー 財 団 の 使 命 (The Missjon of the 

Foundation) 

ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援

を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、

親善、平和を達成できるようにすることです。 

ロータリー財団の標語 

『世界でよいことをしよう』Doing good in the worid 

それでは、最初に寄付、承認についてお話いたしま

す。 

 

寄付分類 

年次基金 

寄付の 50％が３年後にＤＤＦ（地区財団活動資

金）に、残り 50%はＷＦ（国際財団活動資金）に

なります。ＷＦはグローバル補助金に対する上乗

せやその他財団プログラムの資金などに活用さ

れます。 

 

寄付は．全額ＷＦや６重点分野のいずれかを指定

することもできます。 

ポリオプラス 

ワクチン投与、報告・モニタリング、症例分析、

ワクチン輸送手段などポリオ撲滅活動を支援し

ます。 
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恒久基金 

元金はそのままに、収益の 50％はＷＦになりま

ず，残り収益は、ロータリー平和センター維持費

や奨学金に係る費用を支援します。 

その他 

承認されましたグローバル補助金への現金拠出

です。 

個人の認証 

財団の友 

年次基金に毎年１００ドル以上寄付された方 

パール・ハリス・フェロー（PHF） 

年次基金寄付、ポリオプラス、補助金プロジェク

トに累計 1,000 ドル以上寄付された万。その後

1,000 ドルごとにマルチプル・ポール・ハリス・

フェローが授与されます。 

ポール･ハリス・ソサエティー(PHS) 

年次基金、ポリ才プラス、財団が承紹した補助金

プロジェクトに、一括でも合計で懲毎年 1,000ド

ル以上の寄付を支援くださる方。 

ベネファクター 

恒久基金寄付に累計 1､OOOドル以上寄付された方 

メジャードナー（ＭＤ） 

寄付分類に関係なく､寄付の累計が 10,000ドル以

上に達した方。 

アーチ・クランフ・ソサエティ(AKS) 

寄付分類に開係なく､寄付の累計が 250,000 ドル

に達した方。 

遺贈友の会 

遺産計画で１万ドル以上の寄付を誓約した方｡寄

付は恒久基金として運用されます。 

クラブのバナー認証 

100％Every Rotarian Every Year 

全会員が年次基金へ少なくとも 25 ドル以上寄付

をし、一人当たりの年次基金平均寄付額が 100ド

ルに達しているクラブ。 

100％ロータリー財団寄付クラブ 

全会員が寄付分類に閔わらず少なくとも 25 ドル

以上寄付をし、一人当たりの年次基金平均寄付額

が 100ドルに達しているクラブ。 

100％ポール・ハリス・ソサエティー・クラブ 

全会員が一括でも合計でも、１年度中に合計

1,000 ドル以上を寄付したクラブ。対象は年次基

金、ポリオプラス。補助金プロジェクト。 

年次基金への人ら足りの寄付額上位３クラブ 

各地区で一人当たりの年次基金平均寄付額が上

位３位に入ったクラブ。 一人当たりの年次基金

への平均寄付額が、最低 50 ドルに達していなけ

ればなりません。 

続いて聞いたことの無い人が多いと思いますが、財

団にはグローバル補助金奨学生というのがありま

す。これは重点分野に貢献するキャリアを目指す大

学院生や職業人に、30,000ドル以上の海外留学奨学

金です。 

Ｇ重点分野とは 

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向上 

６．経済と地域社会の発展 

 

これ以外にもロータリー平和フェローシップとい

うのがあります。 

これは草の根や国際レベルで、平和活動に貢献する

人材を育てるロー･タリー平和フェローシップ。専

門教育を受け、実践的な知諏やスキルを身に着けた

フェローたちは。卒業後に多方面で活躍し、スーダ

ンの難民支援、インドの女性のための雇用機会創

出、紛争や災害後の復興支援といったさまざまな活

動に携わっています。 

毎年最高 100名までのフェローが選ばれ、世界各地

の提携大学に設置されたロータリー平和センター

の修士課程または専門修了証コースで学びます。フ

ェローは紛争を引き起こす根本的な問題を多角的

に研究し、現在社会のニーズに応える革新的な解決

策を探ります。 

またフェロー候補者は、学業、職業、ボランティア

活動を通じて、平和と紛争解決への専心を実証して

いること、優れたリーダーシップ能力を備え、高い

学業成績を修めていることなぞが要件となります。 

補助金を受け取るボーダーラインが高く、難しいで

す。ロータリー財団委員会では、広く皆さんに寄付

をされている方を紹介して、輪を広げたいというこ

とです。そしてロータリーカードを普及させ、ロー

タリー財団に寄付をしてもらう活動も続けていま

す。利用金額の 0.3％～0.5％と年会費の一部が財団

に寄付されます。2015～2016年度の寄付総額は利用

全額約１４億円で約 1,005万円の寄付です。 

ちなみに私たちの 2660 地区ロータリー財団では、

５つの小委員会に分かれています。 

ロータリー財団委員会 

・ポリオプラス委員会 

・資金管理小委員会 

・資金推進小委員会 

・補助金小委員会 

・奨学金小委員会 
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