第19回例会

通算 2766 号

2017 年 11 月 14 日（晴れ）第 19 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 金田会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチ
ロールキャベツ風ホイル包み 山海煮 小付
御飯 香の物 汁 デザート

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇来訪ロータリアン
２名（２クラブ） 累計 26,453 名
大田原中央ＲＣ 森本 敬三 様（卓話講師）
（第 2550 地区ロータリー財団委員会 委員長）
宇都宮陽北ＲＣ 熊倉 学様
（第 2550 地区財団補助金委員会 副委員長）
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。本日は第 2550 地区ロー
タリー財団委員長の森本様にロータリー財団につ
いて卓話をいただきます。宜しくお願いいたしま
す。過日の日曜日に、馬頭小川ＲＣの 45 周年の
式典に行って参りました。創立当時 25 名、マッ
クスで 36 名までいったそうですが、現在は 25 名
と、なかなか人を増やすのが難しいとのことでし
た。地域的にも過疎化がとまらないということで、
町長もお話されておりました。宇都宮は恵まれた
環境なのかなと思いました。４カ月が過ぎ、これ
からが増強も本番です。本日も１名仲間が増えま
す。今後も皆さまのご協力により、会員増強がう
まくいきますよう、宜しくお願いいたします。
新会員紹介
氏
名 山下

紹介者 旭会員
大介（やました だいすけ）

会員数 121 名

列席 98 名

出席率 86.36%

年
齢 39 歳
事業所名 ㈱ワイズ・マン
役
職 代表取締役
職業分類 建設業 ビル管理
所 在 地 〒 320-0831 宇都宮市新町 2-7-7
電話番号 028-612-2511
ＦＡＸ番号 028-612-2512
推 薦 者 旭 英幸会員、片山幸志会員
◇Ｒ財団より表彰
＜マルチプルＰＨＦ＞
金澤 正邦会員（４回目）
◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰
＜米山功労者＞
メジャードナー 金澤 正邦会員（ 10 回目）
※感謝状と 100 万円毎に送られる記念品のピ
ンバッチを贈呈
◇奨学金の授与
米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君

幹事報告

片嶋幹事

◇ロータリーレート 11 月は１ドル 114 円。
◇本日 18 時 30 分～ ホテルニューイタヤにて理事
役員会開催。
◇ＲＩ 2550 地区第３グループＡ・Ｂ第２回会長
幹事会での会員数の報告。第３グループＡ・Ｂ
合わせて現在 597 名。（当クラブは 121 名）

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
ロータリー財団委員会 森本敬三委員長
お世話になります。
太城敏之会員（ガバナー）
第 2550 地区ロータリー財団森本委員長、よ

うこそお見えになりました。11 月は財団月
間です。宇都宮東ロータリークラブ会員全員
で協力します。
丸田勝美会員
８月初旬今市ＲＣガバナー公式訪問をご一緒
させて頂きましたが、９月末頃よりひどく腰
痛が再発し大事な太城ガバナー年度行事を
キャンセル致し・・・大変失礼致しました。
吉高神渡会員
３人目の孫が生まれました。
鈴木 明会員
11 月１日、長男に第２子が生まれ、家族が
１名増えました。スマイル致します。
◇親睦委員会
菊地（憲）副委員長
＜誕生祝い・11 月＞
会員誕生
青木 格次、船田
元、皆藤 美實、
松山
栄、佐々木 正、薮下 行平、
谷田部 修、小林 弘治 各会員
夫人誕生
秋元 吉博、五味渕秀幸、長谷川恭弘、
平野 利一、石田 裕之、松本 弘元、
野口 忠男、尾野﨑孝夫、大塚 宏一、
齋藤 秀明、佐藤 克廣、轟
宗雄、
塚田 宗雄 各会員の奥様

卓

話

「ロータリー財団について」
第 2550 地区ロータリー財団委員会

委員長 森本 敬三

様

皆様、こんにちは。今日はお配りした資料に
沿って財団についてお話させていただきます。
まず、表紙の「国際ロータリーのロータリー財
団」ですが、これは、ロータリー章典に載ってい
る財団の正式名称です。１頁目は、ロータリー財
団の使命について書かせていただきました。財団
は皆様からの浄財を運用して、それをまた還元し、
地域社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕活動を行う
ための原資の部分で皆様に貢献しています。1917
年、アーチ・クランフ会長がアトランタ国際大会
において「世界でよいことをしよう」と提唱した
のが財団の始まりです。資金は、年次基金、恒久
基金、使途指定寄付という３種類が主な財源にな

ります。２頁に運用の流れについて記載していま
す。年次寄付をした場合は、３年間運用し、３年
後に皆様のお手元に還元します。恒久基金につい
ては、元本に手をつけないで、運用利息が各地区、
クラブに戻ってきます。ロータリー財団がいかに
透明性を持った運用をしているかということです
が、昨年、米国において、慈善団体を評価する機
関、チャリティー・ナビゲーターで、最高評価の
四つ星をいただいております。第三者機関による
高い評価をいただいていることをご理解いただけ
ればと思います。
３～４頁は補助金について書かせていただきま
した。太城年度では年次基金（シェア）１人 150
ドルを地区目標とさせていただいております。３
年後、この半分の 75 ドルがＤＤＦ（地区財団活
動資金）として地区に戻ってきます。後の 75 ド
ルはＷＦ（国際財団活動資金）にいきます。地区
に戻ってきた 75 ドルのさらに半分の 37.5 ドルは
地区補助金として皆様の地域社会奉仕活動に使わ
れ、後の半分はＤＤＦとしてグローバル補助金や
他の資金に運用されます。今年度、皆様のクラ
ブには、教育一般として養徳園の園外活動支援
に 2,210 ドルの地区補助金を配分させていただき
ました。今年度、地区内 51 クラブの地区補助金
の申請は 33 件で、金額にすると約 7,100 ドルで
す。これは３年前に皆様からご寄付いただいた
25％にあたります。財団資金を活用するのは各ク
ラブの社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年
奉仕委員会の皆様でございます。皆様がプロジェ
クトを企画、立案し、その原資をロータリー財団
委員会に申し立て、財団委員会が補助金承認委員
会にプロジェクトの費用を申請するという形にな
ります。５頁に地区補助金とグローバル補助金の
チャートを記載しました。ロータリー財団では皆
様から集められた資金を 91％、世界約 38,000 の
クラブに還元しております。これはロータリー財
団の年次報告を見ていただければわかりますので、
マイロータリーから見ていただければと思います。
７～８頁は「ポリオ撲滅にご協力ください！」
ということで書かせていただきました。国際ロー
タリーは 1985 年からポリオ撲滅に取り組んでま
いりました。ポリオウイルスには、３種類の野生
株があり、そのうち、Ⅱ型、Ⅲ型はもう出ていま
せん。アフガニスタン、パキスタンに出ているの
はⅠ型の野生種のポリオウイルスだけで、その症
例がひとケタになっています。野生株のポリオウ
イルスを撲滅しようというのがロータリーの目標
です。ワクチン由来によるポリオの発症というの
があるのですが、発症しないような不活化ワクチ
ンの投与が始まっています。ポリオワクチンは日
本では２回の予防接種をしていますが、海外では

－2－

３～４回の投与が常識だそうです。交通機関、社
会インフラが整っていない場所に３～４回の投与
をするためボランティアが行くことがいかに大変
か、ということが８頁の写真です。これは 2017
年、パキスタンイスラマバードの北部の写真で
す。２名の自動小銃を持った警察官に護衛されな
がら子供に投与しています。ワクチン投与だけで
はなく、予防接種をするという仕組み、組織が出
来上がっていくことが、大きな力を発揮していま
す。ポリオプラスというのがあり、プラスは百日
咳、ジフテリア、破傷風、結核、ハシカの５つで
すが、感染症の予防接種の投与も出来る仕組みが
出来上がってくることが大きな効果だと思います。
ロータリアンの素晴らしいところは、まず、ＧＰ
ＥＩというポリオ撲滅機構をつくって、米国疾病
予防センターやＷＨＯ、ビル＆メリンダ・ゲイツ
財団等を巻き込んで資金を捻出させたことです。
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団もロータリーの主旨
に賛同して、多額な費用を提供していただいてい
ます。ポリオ撲滅は本当にあとわずかです。ロー
タリー財団では１人 30 ドルの寄付をお願いして
います。この主旨を是非、ご理解いただけたらと
思います。ポリオワクチンを投与する仕組みが出
来たおかげで、ナイジェリアでは昨年夏にエボラ
出血熱がパンデミックになるところを防ぐことが
できました。「ポリオワクチンを投与する組織が
出来ていて、そこにエボラ出血熱のワクチンを投
与することが出来たということは大きな成果だ。」
とナイジェリア政府も公式にコメントしています。
９～ 10 頁にはＷＦの使われ方の一例を紹介し
ています。「シェルターボックス」は英国のＮＧ
Ｏで、国際ロータリーのパートナー団体となって
おります。東日本大震災の際にも、シェルター
ボックスが 1,700 個あまり日本に届きました。ひ
とつ 500 ポンドするそうです。中に人道支援のい
ろいろな物が入っていて、何かあるときにすぐに
送りこんでくれるという、命を繋ぐボックスで

す。また、「平和のためのロータリー行動グルー
プ」というのがあります。現在もパレスチナやシ
リアで戦闘行為が行われていますが、こうしたと
ころでもロータリアン行動グループが人道支援を
し、活動しています。こうした資金にもＷＦの一
部が使われています。チャールズ皇太子の胸にも
ロータリーピンバッチが輝いております。ロータ
リーはワールドワイドな活動をしています。世界
約 120 万人のロータリアンが地域社会奉仕や人道
支援をしています。国際ロータリーでは６つの重
点項目を定めておりますが、重点的に取り組んで
います。
12 頁はロータリーカードの宣伝です。日常の
支出をカードですると、ご利用額の 0.3% がポリ
オ撲滅にまいります。是非、財布の中に１枚入れ
ておいていただければと思います。
13 頁は寄付の認証について記載されています。
ポール・ハリス・ソサエティは毎年 1,000 ドル以
上の寄付をお約束して下さる方の認証です。挑戦
していただければと思います。14 頁は寄付分類
について記載しております。
15 頁は投資理念に関するステートメントにつ
いて書かせていただきました。ロータリー財団
は皆様からお預かりした資金を運用しておりま
す。2008 年のリーマンショックでは大きな損失
を受けました。その反省のもと、財団は 2011 年
に「投資理念に関するステートメント」を発表し
ました。財団では皆様からお預かりした資金を有
効に使っているということをご理解いただければ
と思います。2017 ～ 18 年度に 150 ドル以上の年
次基金をしていただきますと、３年後の 2020 ～
21 年度に戻ってきます。日本のロータリークラ
ブの 100 周年ですし、節目の年を迎えるクラブも
多いと思います。今年度の年次基金の金額が多い
と、３年後の戻りも多く、社会奉仕委員会、国際
奉仕委員会、青少年奉で何かしたいときにも繋が
りますのでよろしくお願いいたします。
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