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皆さん、こんにちは。だいぶ秋も深まり、朝晩冷え

込んできました。 

さて、秋といえばスポーツ、芸術、読書などと言わ

れ、何をするにも気持ちよく集中できる時期であり

ます。今回は、読書の秋ということで、20 世紀フ

ランスの哲学者、サルトルの名言をあげてみたいと

思います。「金持ちが戦争を起こし、貧乏人が死

ぬ」理不尽ではありますが、昔からの真実ではない

かと感じます。「人間は状況によってつくられる」

自分自身で自分を造り上げていると感じがちです

が、実際には生まれた場所、人、環境など、状況に

よってつくられているということを再認識させてく

れます。どのような人間になりたいかという考えの

もと、どのような環境に身を置くべきか、とするこ

ともロータリアンの能動的な考えに通じるものがあ

ると思います。「自分がすることを全員がしたらと

問え」この言葉も、自分の行動が正しいかどうかを

考えさせてくれます。とても分かりやすい判断材料

だと思います。先人の教えは、時に大事な道しるべ

になります。みなさんも秋の夜長、おすすめの本が

ありましたらぜひ紹介してください。来週の休みを

挟んで、今月末は地区大会を控えております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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①活動計画書受領クラブ 

・小見川ＲＣ 

②会報受領クラブ 

・大網ＲＣ・茂原ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ・東金ＲＣ 

・東金ビューＲＣ 

③その他 

・ロータリー希望の風推奨学会…風の便り 

・大多喜ＲＣ…Xmas ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内 

・米山記念奨学会…ハイライト米山 

 

 

 

◇米山記念奨学委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本日皆様のお手元に 2018-19年度の新しいロータ

リー米山記念奨学事業の豆辞典が配布されまし

た。この豆辞典は米山奨学事業の内容が集約され

たものですから後ほど是非、一通り目を通して下

さい。 

②１０月１４～１５日にかけてカウンセラー・奨学

生米山梅吉記念館探訪研修旅行があり、当クラブ

の渡辺サブカウンセラーと奨学生のオウギョウ

ギョクさんが参加しました。非常に有意義な旅行

でした。 

③私が卓話訪問する中で良く質問されることに、ロ

ータリアンの中に反日国と言われている（中国、

韓国）からの留学生に何故に奨学金を出すんです

か？という質問がございます。当クラブのオウギ

ョウギョクさんも中国人です。彼女を含む他の留

学生の名誉のためにもこの辺のところのご説明

をさせていただきます。 

ロータリー米山奨学金の奨学金募集において特

定の国・地域を排除してはおりません。豆辞典 p.5、

豆辞典 p.27で案内しているとおり、「事業の使命

は、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となって国際社

会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる

人材を育成することとしております。これは、ロ

ータリーの目指す“平和と国際理解の推進”その

もの」で、「国家」と「個人・民間」の交流は別で

あるという事をご理解いただきたいと思います。

ロータリーは、国や民族、文化、職業が異なる世

界中の人々が結び合い、国際理解、親善、平和を

推進することを目的としています。 

米山奨学金も「平和日本」を世界に伝え、戦後

の国際親善に寄与したいという願いから、日本

のロータリアンによって設立されました。どの

国からの奨学生であれ、日本で学びたいという

夢をもって来日をしています。国籍で判断せ

ず、また、国家間の問題を個人に置き換えるこ

となく、一人でも多くの日本の理解者、日本の

友人を作ることこそが、この米山奨学事業の使

命であると考えます。私の委員長としての経験

ですが、反日国と言われている（中国・韓

国）の奨学生や学友に聞きますと、口々に言

うのが、「日本について教わったことは間違い

だった」という事、つまり「日本人の真心が

本物だという事」が、数年かけて分かりまし

た、といいます。改めまして、平和への人づ

くりにご理解とご協力をお願い致します。 

 

◇会員増強・退会防止委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月２５日，ＴＫＰガーデンシティ千葉

において，会員増強・維持拡大セミナープログラム

が開催され，当クラブから委員長の上原が出席しま

した。当地区の現在の会員数は２７９５名です。橋

岡ガバナーとしては今年度純増８％３０００名の目

標を掲げておられます。第一部は銚子ロータリーク

ラブ信太秀紀パスト会長による「共感力」との演題

の講演が行われました。第二部はテーブルごとに２

７９０地区の会員同士のディスカッションが行われ

委員長  冨 一美 
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ました。例えば，富津ロータリークラブでは年会費

を１５万円程度に値下げした結果，会員数が増加し

たとの報告がされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   財団資金・推進管理委員長 大野雅章様 

 

「ロータリー財団と寄付について」 

私は地区ロータリー財団委員会 財団資金・推進管

理委員長の大野雅章と申します。所属クラブは千葉

です。どうぞよろしくお願い致します。 

本日はこのような機会をいただき皆様の前でロータ

リー財団についてお話させていただける事に感謝申

し上げます。 

また、日頃はロータリー財団に格別のご支援を賜り

この場をお借りしてお礼申し上げます。 

本日はロータリー財団と寄付の現状について少しお

話をさせていただきます。 

ロータリー財団について皆さんはどのようなことを

ご存知ですか？ 

国際ロータリーRotary International 略して RI は

ロータリーという組織を会員皆さんの会費、すなわ

ち RI 人頭分担金により運営しています。それに対

しロータリー財団 The Rotary Foundation 略して

TRF は、会員皆さんの寄付を財源として実践的奉

仕活動の為の資金を管理配分しています。ロータリ

ー財団は世界中のクラブや会員が実際の奉仕活動を

するための資金を集め配分する組織なのです。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。ロータリー財団は RI が掲げる目標

達成のため RI とひとつになって世界のロータリー

活動を支援しています。これをワンロータリーとい

います。そのために、RI の最優先プログラムであ

る「エンド・ポリオ・ナウ」と世界平和の構築そし

て 6 つの重点項目を中心とした「人道的奉仕」を

支援しています。6 つの重点事項とは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母子と

健康⑤基本的教育と識字率の向上⑥経済と地域社会

の発展のことです。 

それではロータリー財団の歴史を振り返ってみまし

ょう。アーチ・クランフは、ロータリーの恒久的な

基金というビジョンの実現に尽力したことから、

「財団の父」と呼ばれています。1917 年のアトラ

ンタ大会で、クランフは次のように述べています。

「諸々の社会奉仕を今まで通りに実行していくに

は、慈善(じぜん）・教育・そのほかの社会奉仕の分

野において世界でよいことをするための基金を作る

のが、極めて適切であると思われる」後にこのビジ

ョンを土台として誕生したのがロータリー財団で

す。彼の「世界でよいことをする」という言葉が、

財団の標語となりました。1917 年のアトランタ大

会に集まった代議員は、クランフのビジョンに賛同

し、基金を設立するべくロータリー定款を改正する

ことを決めました。この基金は、「クラブ、個人、

地位のある人、その他の人びとから寄せられる寄付

によって」作られ、基金の元金は使用されず、基金

から生じる利息のみがロータリーの目標を支えるた

めの資金として使用されました。また、代議員の決

定によって、ロータリーの理事会は、基金の管理委

員会となりました。財団はこの基金を土台として始

まったものですが、1980 年代にできた今日の恒久

基金とは異なるものでした。同じく 1917 年、アト

ランタ大会でのクランフの提案に応えるかたちで、

米国ミズーリ州のカンザスシティ・ロータリークラ

ブから、最初の寄付 26 ドル 50 セントが基金に寄

せられました。しかし、その後ほぼ 10 年間、この

基金が大々的に知られることはなく、寄せられた寄

付もごくわずかでした。1927 年、ロータリーのリ

ーダーは基金への関心を高め、その翌年、ロータリ

ー大会の代議員によって、この基金はロータリー財

団という名称に正式に変更されました。アーチ・ク

ランフは 「この基金を人びとに知られぬままにさ

せてはならないと、私たちは強く感じています。一

人ひとり、すべてのロータリアンがこのことを十分

かつ正確に理解できれば、たとえ合計額が極めて少

ないものであったとしても、この基金を支えようと

皆が思うようになるでしょう」と語っています。

1930 年、財団は初の補助金を国際身体障害児協会

（後のイースター・シールズ）に授与しました。寄

付額は、ポール・ハリスが病との闘いの末に没した

卓話 



1947 年に増加し始めました。ロータリーは、彼を

追悼するのであれば、財団に寄付すべきだとのハリ

スの言葉に応え、ハリス死去の知らせが広がったあ

とにロータリー本部に寄せられた多額の寄付を管理

するための特別基金を設置しました。財団創設後の

30 年間において、財団の資産は少しずつ成長する

のみでした。実際、1917 年から 1947-48 年度の末

にかけて、財団が受領した寄付は合計でもわずか

200 万ドルほどでした。ポール・ハリスの逝去をき

っかけに今日、財団の資産は 10 億ドル以上に成長

しています。皆さんはなぜロータリー財団へ寄付を

するのかお考えになったことがありますか? 

その前にロータリーの基本理念を確認しましょう。 

Official Directory の中でチェレス・ペリーは基本

理念をこう言っています。全世界のロータリークラ

ブは一つの基本理念すなわち『奉仕の理念』を持っ

ている、それは他人のことを思いやり、他人の助け

になることであると。そしてマイロータリーで基本

理念のページを見ますとこう載っています。 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにある。 

•第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること 

•第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにす

ること 

•第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉仕の理念

を実践すること  

•第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネ

ットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

すること 

なぜ寄付をするのでしょうか? 

ロータリーの基本理念は 『奉仕の理念』 である 

他人のことを思いやり、他人の助けなること、これ

はロータリーの 4 つの目的を通じ奉仕の理念を奨

励し、これを育むことといえます。目的実現の手段

として意義ある事業である奉仕プロジェクトがあり

ます。この奉仕プロジェクトを皆さんの寄付が財団

を通じサポートしているのです。皆さんの寄付それ

はロータリーの基本理念の実現のためのひとつの手

段と言えるのではないでしょうか。寄付はだい 2

の奉仕、真のロータリアンであるならば、ロータリ

ーの基本理念である奉仕の理念実現のため、奉仕活

動をするのと同様に寄付をすることは当然のことと

お考えください。 

ロータリー財団への寄付の種類について簡単にご説

明させていただきます。 

ロータリー財団への寄付は大きく分けると 

年次基金、ポリオプラス、恒久基金、その他基金に

分かれております。 

中でも年次基金には毎年ご寄付をいただく必要がご

ざいます。年次基金寄付は、ロータリー財団への寄

付の基盤です。地区補助金プログラムの主な資金源

等になります。当地区では今年度会員１人当たり

150 ドルを目標に寄付をお願いしております。年次

基金寄付は 3 年後にシェアシステムにより地区財

団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に

50%ずつ配分されます。DDF は地区の裁量の下に

「地区補助金」、「グローバル補助金」、「ポリオプラ

ス」や「ロータリー平和センター」への寄贈等に全

額使われます。 

年次基金が今日の財団プログラムを支える一方、恒

久基金は明日の財団プログラムを確かなものとする

ために、元金には手をつけず投資収益のみを使いま

す。これにより、世代を超えて大勢の人々を支援

し、希望を分かち合うことができるのです。寄付額

に応じて、寄付者の名前をつけた冠名基金も設立で

きます。 

ポリオ（急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえ

ん）いわゆる小児麻痺）は、身体麻痺の後遺症をも

たらし、時として命さえも奪う伝染病です。この基

金は、ポリオを世界から撲滅するという目標を達成

するために利用されます。治療法のないポリオに対

する最善の対策は予防です。ロータリアンはこれま

で、122 カ国、20 億人以上の子どもたちへのポリ

オ予防接種を支援してきました。わずか 60 円ほど

のワクチンで、一人の子どもを生涯ポリオから守る

ことができます。ポリオウィルスは 1 型 2 型 3 型

があり、2 型は 2015 年に撲滅、3 型は 2012 年以

降発症がありません。残るは 1 型のみになりまし

た。今、あと少しでポリオを撲滅できるところまで

きています。しかし、撲滅を完全に成し遂げるに

は、皆さまからの支援が欠かせません。ポリオプラ

スは、国際ロータリーの特別プログラムであり、撲

滅の認定が達成されるまでは、ほかのすべてのプロ

グラムに対して優先されるプログラムです。ポリオ

撲滅のための基金「ポリオプラス」へは毎年１人当

たり 30 ドルの寄付をお願いします。 



地区財団活動資金のお金の流れを簡単にご紹介しま

す。 

3 年前の年次基金寄付総額は 342,352 ドルが活動資

金の主な原資となります。 

㋐342,352 ドル×50％=171,676 ドルを地区財団活

動資金と国際財団活動資金に分配します。 

㋑前年度の恒久基金の収益の 50％=30,698 ドル 

㋒前年度の繰越金 90,552 ドル㋐～㋒の合計 292, 

426 ドルが地区財団活動資金となります。 

その資金を地区補助金へ 99,334 ドル、グローバル

補助金へ 85,000 ドル、ポリオプラスへ 50,000、R

平和センターへ 25,000、予備費として 33,092 ドル

配分しました。皆様からの寄付はいったんロータリ

ー財団に預けられた後シェアシステムにより皆様の

活動資金として地区に配分されます。このように地

区財団委員会はシェアシステムにより地区に配分さ

れた資金を①地区補助金・②グローバル補助金・③

ポリオ撲滅のためのポリオプラス・④平和フェロー

の育成の 4 つのプログラムに配分し皆さんの活動

を支援しています。 

次に寄付金の現状についてご説明していきます。こ

の地図は日本国内の地区の区割り図です。国内の地

区の数は 34 地区です。次に 34 地区の寄付の状況

を見ていきましょう。この表は財団室 NEWS 2017

年 8 月号より抜粋した国内 34 地区の 20171-18 年

度の寄付実績です。これでは見えにくいのでこの赤

く囲った部分を拡大してみましょう。真ん中が当地

区です。昨年度当地区の年次基金寄付総額は

378,782.78 ドルでした。また、会員１人当たりは

137.09 ドルでした。地区ごとに会員数が違いま

す。寄付総額ではなく 1 人当たりの寄付額で比べ

てみましょう。日本国内の地区別寄付状況を会員１

人当たりの寄付金額順で並び替えてみますと 34 地

区中 17 番目となります。それでは関東エリアの地

区の会員１人当たりの寄付実績を見てみましょう。

過去 5 年間の実績値を見てみましょう。 

当地区の状況は 

年次基金寄付総額        378,782.78 ドル 

１人当たりの寄付           137.09 ドル 

日本全国の平均           144.19 ドル 

150 ドル以上    26 クラブ（57 クラブ未達成） 

最も多いクラブ 1 人当たり     542.03 ドル 

最も少ないクラブ 1 人当たり    14.32 ドル 

皆さんの成田空港南ロータリークラブでは１人

当たりの寄付 57.14 ドル 当地区 83 クラブ中 71

位でした。一昨年まで地区周辺 10 地区の中で最下

位となっておりましたが皆さんのご協力により若干

改善されました。しかし、まだまだ低位となってお

り日本全体の平均にも達しておりません。皆さんか

らの一層のご協力をお願いします。 

地区全体の寄付実績を年度別に少し抜粋してみまし

た。ここで注目していただきたいのは「寄付ゼロク

ラブ」です。当地区は 3 年前より念願の寄付ゼロ

クラブがゼロとなりました。日本全体でも 2 年前

より寄付 0 クラブ 0 を達成しています。皆様のク

ラブが本年度万が一寄付 0 となった場合、日本で

唯一のクラブという不名誉を受けてしまうかもしれ

ません。年次基金寄付への寄付は前期にとりあえず

1 ドルでも構いませんので寄付をお願いします。地

区の寄付の状況は地区ホームページで確認できます

のでご活用ください。 

当地区の寄付の目標金額は、年次基金寄付 1 人当

たり 150 ドル以上、ポリオプラス 30 ドル以上で

す。ご寄付のご協力をくれぐれもお願い致します。

また年次基金寄付への寄付が 0 となると他の基金

への寄付があったとしても統計処理上寄付 0 クラ

ブとなってしまいます。必ず年次基金寄付への寄付

を前期にお願いします。寄付分類の欄の年次基金寄

付とご記入をお忘れないようお願いいたします。 

財団の寄付をした方には認証制度がございます。 

ポール・ハリス・フェローは 1,000 ドル以上を寄

付された方々を認証するもので、1957 年に始まり

ました。寄付者は、さらに追加で 1,000 ドルを寄

付するごとに、「マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー」として認証されます。 

また年次基金、ポリオプラス、財団が承認したグロ

ーバル補助金に毎年 1,000 ドルを寄付することで

ポール・ハリス・ソサエティにご入会いただけま

す。そのほかにも累積寄付の合計が 10,000 ドルに

達した方を対象としたメジャードナーの認証や遺言

またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を受益者

として指定した方、または恒久基金に 1,000 ドル

以上を現金で寄付された方を対象とするベネファク

ターの認証、遺産計画を通じて 1 万ドル以上を寄

付した方を認証する遺贈友の会などがあります。当

地区ではポール・ハリス・ソサエティを推進してい

ます。会員には、その貢献を称えるための特別な襟

ピンが贈られます。毎年 1,000 ドル以上をご寄付

いただく事をお約束いただくことでご入会いただけ



ます。ポール・ハリス・ソサエティの入会方法には

2 つの方法があります。 

①ポール・ハリス・ソサエティ推進用パンフレット

（資料番号:099）の一部が入会申込書になっていま

すので、必要事項をご記入し、地区へご提出くださ

い。（ポール・ハリス・ソサエティ推進用パンフレ

ットはウェブサイトからダウンロードできます。）  

②ウェブサイトにアクセスし、「行動する」→「寄

付者の認証」→「ポール・ハリス・ソサエティ・メ

ンバー」の順にクリックします。 

「PHS 入会フォーム」をクリックして、ポール・

ハリス・ソサエティ入会フォームにご入力・送信

（画面右下「FINISH」）をお願いいたします。 

26 ドル 50 セントの最初の寄付が行われて以来、財

団の資産は約 10 億ドルにまで成長し、これまでに

30 億ドルもの資金が人道支援などに使われてきま

した。また、25 億人の子どもにポリオ予防接種を

行い、野生ポリオウィルスによる発症数は 99.9％

減少というところまできました。これまでに 900

人以上のフェローが平和センターで研究を行い、紛 

争解決、戦後処理、平和推進のスキルを習得してい

ます。何十万人もの人々に、きれいな水へのアクセ

ス、医療と保健、教育の機会を提供してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分だけでなく、人のためによいことをする喜び

のために私たちは生きるべきです」 

とアーチ・クランフは言っています。「世界で良い

ことをしよう」その一歩は年次基金への寄付から始

まります。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

内田裕雄君・市原豊彦君・上原広嗣君・秋葉英昭君 

青柳誠君・土屋俊夫君・小林定雄君・行木英夫君 

杉森幹男君・高田一行君・小川佐内君 

  …卓話ありがとうございます 

 

本日計    11,000円 

累 計   181,003円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 

10月 18日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

18 

 

29 65.52 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

ニコニコボックス 

１０月２８日 地区大会 
場所：ホテルニューオータニ幕張 

 

 


