
１１月ロータリー財団月間 
 
点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  戸高克彦委員    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行  尾上暢浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 

 
 
     中川貴夫会長 
 

 朝夕めっきり寒さが身にしみる季節となって

参りました。先週は、例会を欠席させていただ

きました。大久保直前会長には会長の時間を務

めて戴き、本当にありがとうございました。 

 又、新入会員、青木一幸さんの入会式も滞り

なく挙行して戴き感謝しております。青木一幸

さん入会おめでとうございます。心より歓迎致

します。会員の中に同級生も３人いらっしゃる

ようで心強い事と思いますし分からない事はど

しどし相談して戴き、ロータリー活動に邁進し

て戴きますようにお願い致します。 

  さて、第一例会でご案内いたしました様に、

次々年度会長の指名を求めておりましたが、先

週の例会終了時まで自薦、他薦の申し出があり

ませんでしたので当クラブの慣例に従い指名委

員会を開催し指名戴く方法をとらせて戴きたい

と思います。皆さまのご了承をお願い致しま

す。 

 それから、韓国慶山ＲＣ青少年ホームステイ

のＤＶＤ作成、小冊子作成すべての決算が終わ

り、先々週の理事会において監査委員立会いの

もと承認を戴きました。人吉ロータリークラブ

友愛基金運用規則第４条２項に「理事会は基金

運用については慎重に審議し決定後はすみやか

に例会で報告することとする。」となっており

ます。しかし、私が先週欠席させて戴きました

ので今日になりました。どうもすみません。後

で決定戴きました会計報告を国際奉仕浅野委員

通 算  2 6 3 6回 

2 0 1 0年1 1月1 9日 

第 19 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山賀勝彦 委員 

長より報告して戴きます。よろしくお願い致し

ます。 

 さて、今月はロータリー財団月間です。後か

ら和田財団委員長の卓話が予定されており詳し

く説明戴きますが、大まかに財団についてお話

をさせて戴きます。まず、ロータリー財団の正

式名称は、「国際ロータリーのロータリー財

団」です。非営利財団でロータリアンをはじ

め、より良い世界を築こうというビジョンを共

有する財団支援者の自発的な寄付のみによって

支えられています。国際ロータリーの目的を推

進するための単独の信託機関として、全資産を

維持、投資、管理、運営をしています。ロータ

リー財団の使命は、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

る事を通じて、世界理解、親善、平和を達成で

きるようにする事です。財団への支援を通じ

て、ロータリアンは、人々の生活向上に貢献す

る力を得る事が出来るのです。 

 財団への寄付について、クラブの会員は、次

の各基金へ寄付を通じてロータリー財団を財政

的に支援する事が出来ます。 

・年次プログラム基金「毎年あなたも100ドル 

  を」 

・恒久基金 （2007年手続き要覧P143） 

・使途指定寄付（ポリオ・プラス基金） 

・その他（冠名奨学金、冠名基金） 

 ロータリー財団の未来の夢計画は、ロータ

リー財団が2017年に創立100周年を迎える事を

踏まえ、管理委員会は、財団が奉仕の第二世紀

に移行するための計画を立てています。「世界

でよいことをしよう」という新しい標語は、財

団管理委員会とRI理事会、ならびに規定審議会

によって承認されました。そして未来の夢計画

は以下を目的としています。 

・財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡 

  素化する事。    



・ロータリアンにとって関連性のある世界の優 

 先的ニーズに取り組むことによって、 大の 

 成果が期待できるロータリアンの奉仕活動に 

 焦点を絞ること。 

・世界的目標と地元の目標の両方を果たすため 

 のプログラムを提供すること。 

・意思決定をさらに地区に移行する事によっ 

 て、地区レベルとクラブレベルで、ロータ 

 リー財団が自分たちのものであるという自覚 

 を高める事。 

・ロータリー財団の活動に対する理解を深め、 

 ロータリーの公共イメージを高める事です。 

 2010-2011年度RIテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 
 
   渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

①熊本水前寺公園ロータリークラブより創立10 

 周年式典の案内が届いております。 

    日 時:平成23年２月６日(日) 

   場 所:メルパルク熊本 

②人吉ライオンズクラブ結成５０周年記念式典 

 のご案内が届いております。 

   日 時:平成23年２月26日(土) 

   場 所:アンジェリーク平安 

③人吉よかばい会より第3回ひとよし大綱引き大 

 会の案内が届いております。 

④人吉オープンゴルフ大会協賛のお礼が届いて 

 おります。 

⑤人吉商工会議所より退任・就任の案内が届い 

 ております。 

⑥2011年度国際ロータリー年次大会参加旅行の 

 ご案内が届いております。 

【例会変更】 

 12/14熊本東RC→  18:30～年忘れ家族会の為 

 12/15熊本東南RC→18:30～年忘れｸﾘｽﾏｽ例会の為 

 12/20熊本城東RC→18:30～年忘れ家族会の為 

 12/７八代南RC→  18:30～年忘れ家族会の為 

【本日の回覧】 

 人吉総合病院広報誌「翔」 

 八代南RC週報  八代RC週報 玉名中央RC週報 

【本日の配布】 

 人吉ＲＣ2635回会報  

 

  ≪ 寄付の申し出 ≫ 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】    浅野 強委員長 

 韓国慶山ロータリークラブ青少年交流事業の

会計報告をさせていただきます。はじめに、報

告が遅くなりましたことをお詫びいたします。

友愛基金使用の申請につきましては、理事会に

諮っていただき、承認をいただいております。 

          (プロジェクターで説明） 
 
【Ｒ情報委員会】      片岡啓一委員長 

 今月２５日に新入会員懇談会を開催致しま

す。対象者の会員さんにご案内とアンケート記

入用紙をＦＡＸし、返事が返ってきています。

会には会長・幹事、委員会の皆さん、そして中

島次期ガバナー補佐にも参加して頂く予定で

す。 
 
【ローターアクト委員会】  立山 茂委員長 

 まずはじめに、ローターアクト旗を作って頂

きましたのでお披露目します。大切に使いたい

と思います。有難うございました。 

 それから、ローターアクト委員会の新しい取

り決めをお伝えします。 

 ①ロータリアンもアクトの例会時は禁酒と 

  します。（但し来訪時の酒気帯びは構い 

  ません） 

 ②ロータリアンも喫煙は喫煙場所でする。 

 中川会長とアクト委員会で以上のように決めま

した。今後もご理解と応援を宜しくお願いしま

す。 後に、本日のローターアクト例会のご案内

です。今晩は移動例会です。７時

半より大橋の鳥越商店２階の居酒

屋、｢開」にて開催します。 来

年２月27日にアクトの３５周年を

やります。その時に焼酎をテーマ

にしたことを考えているそうで

す。本日はその勉強会でもありま

す。是非ご参加下さい。 

 

    平田フク委員 

 片岡啓一会員より、６

人目の孫誕生、薬事功労

者 厚生労働大臣表彰を

記念して、Ｒ財団、米山

記念奨学会へご寄付があ

りました。 

本日の出席率 

会   員   数   71名   85.07% 

出 席 免 除 4名 

欠 席 者 数 10名 補  填  数 1名 

出 席 者 数 57名 修 正 出 席 率 82.09％ 

1 1 / 5 例会出席率  80.60％ 

＊届け出欠席者  

  岩本光・宮原・井手・有村・田上・丸尾・馬場 

  北・木村・山本 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) 増田，愛甲康，石蔵，鳥越 

＊メークアップ 

人吉中央ＲＣ職場訪問例会；浅野         



的プログラム、２．人道的補助プログラム、

３．ポリオ．プラスです）近い将来に始まる

「未来への夢計画」にもとづく、新補助金制度

では、これが大きく変わろうとしています。端

的にいえばすべてのプログラムがご破算になっ

て、２つに大別されます。 (なぜ補助金制度が

変わったのか？別紙) 

 １つ目は新地区補助金です。現在の地区補助

金と同じように地区にＤＤＦの50％までの補助

金を一括して授与します。地区の選んだ人道

的、教育的プロジェクトが対象です。地元地域

社会でも海外でも使えます。ロータリーのない

国での事業を実施できます。補助金受領者は地

区です。 

 ２つ目はグローバル補助金です．これは次の

６種類の重点分野を実施します。 

①平和と紛争の予防/紛争解決 

②疾病予防と治療 

③母子の保険 

④水と衛生設備 

⑤基礎教育と識字率向上 

⑥経済開発と地域開発。 

グローバル補助金はさらに２種類に分けられま

す。 

１）パッケージ．グラント；地区、クラブだけ 

 でなく協力組織も加わってプロジェクトが実 

 施されます。補助金の下限は50,000ドル。補 

 助金受領者はクラブ、地区、協力組織個人と 

 なります。 

２）クラブ＆地区計画補助金；従来のマッチン 

 グ．グラントと同じようにクラブ、地区、R財  

 団、の補助金でプロジェクが実施されます、 

 ロータリー国内でのみ事業を実施できます。 

 財団補助金と地区＆クラブの拠出金の比率 

 は、いままで通り、WFとの組み合わせでDDFな 

 ら1対1、現金なら1対0.5です。補助金受領者 

 はクラブ、地区、個人、となります。補助金 

 の下限は15,000ドル、上限は200,000ドルで 

 す。 

これらは2013～14年より新補助金に切り替わり

旧プログラムは廃止となります。 

 既存の財団プログラムは次のように分類され

ます。 

【Ｒ財団委員会】 

 

   ロータリー財団月間卓話 

      

            和田栄司委員長 

 11月はロータリー財団月間です。本来なら先

輩の会員の方に卓話をお願いをするのでしょう

が、今回は委員長の私がさせていただきます。

と言うのも私自身の勉強になると思っているか

らです。 

 さて中川年度初めから話をしておりました

が、個人の寄付額が個人名で特別に寄付をしな

いと年間で寄付０円と言うのはどうも納得がい

かないこと、毎年会員一人当たり前期10ドル後

期10ドルの計20ドルを皆さんに納入頂き、ちゃ

んと寄付しているのに個人寄付０ドルとはこれ

いかに？ との疑問にぶち当たりました。よそ

のクラブや国際ロータリー日本事務局財団室へ

尋ねましたところ、個人寄付として処理してい

るところもあるようでした。またあるクラブな

どは財団に集まった寄付を1000ドル寄付をした

ようにしてポールハリスフェローを増やしてい

ることも聞きました。財団寄付をクラブでする

のもどうかという声も聞きました。当人吉ロー

タリークラブでは、個人の寄付に当たる部分に

ついては個人の寄付で処理できないかと考えて

おります。 

 現在当クラブでは、毎年ロータリー財団へ１

人当たり100ドルを寄付しておりまして、その内

訳は先ほどの20ドル、足す特別寄付、足す100万

ドル食事よりの分配金です。個人の特別寄付以

外の寄付はすべて平等に会員の数で割って個人

の寄付として取り扱ってもおかしくないものと

考えております。 

 差し迫って、１月に下期10ドルを送金します

ので、12月の理事会の議題に提出し、承認をい

ただければ、そのように実行いたしたいと思い

ます。私の試算によりますと、個人の寄付20ド

ルたす100万ドル食事からの寄付40～50ドルで約

60～70ドルになるのではないかと思います。

ロータリー財団の寄付にぜひご協力をお願いい

たします。 

 話は変わりましてビルゲイツ財団との共同事

業である｢ロータリーの２億ドルチャレンジ｣で

すが、これは各クラブに1000ドルの寄付をして

いただきたいとの要請があっておりますが、１

昨年、去年、今年と３年続けてＤＤＦから支出

することになっております。(人吉クラブの場合

は1000ドル割る70名ですので1200円程度の負担

となっています。)こちらも使途指定で寄付をで

きますので、寄付の方もよろしくお願いできれ

ばと考えております。 

 さてロータリー財団のプログラムについてお

話をしたいと思います。現在プログラムは３つ

に大別されておりますが、（内容は、１．教育

新地区補助金 グローバル補助金 

大学教員のためのﾛｰﾀﾘｰ補助金 1学年度国際親善奨学生 

国際親善奨学金 研究グループ交換 

研究グループ交換 多額のﾏｯﾁﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄ 

地域オリエンテーション． 

セミナー助成金 

3-H補助金 

（保健,飢餓,人間性） 

地区補助金 
ロータリー． 

センター大口寄付推進策 

小額のﾏｯﾁﾝｸﾞ.ｸﾞﾗﾝﾄ   

ボランティア奉仕活動補助金   

災害復興   



このように分類されます。そしてこのように財

団の補助金の使い方が長期的なプロジェクトに

移行する傾向が強くなっているようです、その

ため財団の委員長は可能な限り、継続性をはか

るため、３年を任期とするように求めていま

す。 

 次にロータリー財団への寄付とその資金の補

助金としての配布の流れの解説をします 

①まず一人100ドルの年次寄付です。 

 (みんなが毎年している寄付です、) 

使途Ａ;この50％をWF,R財団の独自の奉仕活動及

び、マッチング．グラントや3Hなど各クラブの

国際奉仕活動の補助金に支出します。 

使途Ｂ；残り50％は3年後にDDFとして地区に

返ってきます。うち10％が送金され、地区の人

道的補助金などに使います。 

 ＤＤＦは地区の奉仕活動や各クラブの奉仕活

動の補助やその他の世界社会奉仕活動に使いま

すが、国際親善奨学生費用が一番多額です。内

40％になることが多い。国際奨学生の2720地区

が推薦した者についての費用は天引きです。こ

れは５～６人推薦すればＤＤＦが無くなるほど

の も多い費用です。(一人当たり1年間に2,300

ドル支給されます。)これは年度により多少変更

があります。 

 然し、推薦した学生が辞退したり、希望校に

合格しない場合には、その分のＤＤＦが残りま

す。RIの許可を得て、人道的補助金などに使い

ます。 

②次に恒久基金です。 

元金は使わず積み立てて、利息を年次寄付のよ

うに使う資金です。1000ドル寄付するとべネ

ファクターになります、と言ったほうが、理解

が早いのでしょうか？ 

使途 元金は残し、利息を教育的プログラムや

人道的プログラムに使います。 

③使途指定寄付 

ポリオ．プラス寄付のようにポリオ．プラスに

寄付した者はポリオ．プラスに使います。冠名

奨学金というのもあります。あなたの名前を付

けた奨学金も出来ますよ？ 

 

 このように皆さんの寄付は集められ使われて

おりますが、実際2720地区にはいくらぐらいの

お金が回ってくるかと言いますと 

  地区活動資金（DDF） 134,504.91ドル 

  恒久基金の利息50％  4,340.46ドル 

  合計 138,845.37ドル（11,663,011円）とな

ります。 

ＤＤＦの使い道は？ 

財団奨学金   25,000ドル*人数(10人くらい) 

地区補助金  26,901ドル となっています。 

ポリオ、プラス2億ドルチャレンジの義援金の積

立額は3月31日現在で1億1,750万ドル（98億

7.000万円） 

 2010～2011年度補助金申請予定クラブと地区申

請承認クラブは(別紙)となっています 

 

【ニコニコ箱委員会】     小林祐介委員 

・片岡会員 ６人目の孫誕生。薬事功労者とし 

 て「厚生労働大臣表彰」を受けました。10000     

・堤正博会員 片岡啓一会員、薬事功労賞受賞 

 おめでとうございます。心よりお祝い申し上 

 げます。               2,000 

・高嶋会員 片岡啓一会員、厚生労働大臣表彰 

 おめでとうございます。       2,000 

・川越会員 片岡さん、厚生労働大臣表彰おめ 

 でとうございます。益々のご活躍をお祈り致 

 します。                         2,000 

・山賀会員 片岡さんの厚生労働大臣表彰をお 

 祝い申し上げます。         2,000 

・立山会員 片岡会員 厚生労働大臣表彰おめ 

 でとうございます。尊敬する先輩の受賞を心 

 から嬉しく思います。             1,000 

・  〃   アクトの旗を作っていただき、あり 

 がとうございました。思い出多き旗になるよ 

 う大切に使います。         1,000 

・中川会長 片岡会員、おめでとうございます. 

                   2,000 

・葉山会員 私もたすけて頂きたいのですが歳 

 末たすけあい演芸会実行委員会が1時30分から 

 ありますので、今から早退して行って来ます. 

                   1,000 

・堤脩会員 早退します。       1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード11/19合計24,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・山本会員 長男の開業20周年の祝いを先月致 

 しました。お陰様で患者さんが多く、信頼さ 

 れております。宮崎へお向きの折にはお立ち 

 寄り下さいませ。（先週ニコニコへ出してし 

 まいましたので訂正させて頂きます。)        

                   20,000 

・齊藤会員 片岡先生、薬事功労賞、おめでと 

 うございます。薬業界での御尽力と御人柄、 

 すばらしき先輩の受賞をうれしく思います。 

 人生の先輩として御指導下さい。    10,000 

・中川会長 会長をお引き受けいたしまして、 

 約半分無事に過ぎようとしております。恥ず 

 かしながら＄1,000に達しておりませんので終 

 了までには達成したいと思います。  ＄100 

・和田会員 片岡会員の６人目のお孫さん、お 

 めでとうございます。（私も来年5人目の孫が 

 出来る予定です）厚生労働大臣表彰おめでと 

 うございます。            ＄10 

 

  

      点 鐘   中川貴夫会長 

     

 


