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２０１８-１９年度 

第２６６３回 
２０１９年２月１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇市川東ロータリークラブ  山下清俊様 

◇江沢一男元会員 

◇米山奨学生 于陽さん 

◆会長報告          五十嵐 博章会長  

 先週は餅つき懇親夜例会でした。本来であれば１２月、

年内に行う習わしですが、約１ヶ月遅れでの開催となりま

した。当日は美味しい料理あり、カラオケあり、ということ

で大変盛り上がりました。特に干陽さんの歌声が大変素

晴らしかったです。また機会がありましたら是非お聞かせ

下さい。 

 

≪理事会報告≫ 

１．地区より次年度地区委員の依頼について 

  社会奉仕委員会委員長→三神秀樹会員 承認 

  米山記念奨学委員→劉亜斌会員 承認 

２．米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受け

依頼について・・・引き受けることに承認。 

３．次年度の千葉港ＲＣ合同ガバナー公式訪問につい

て・・・１０月１１日（金）例会場が使用できないため、千

葉港クラブの例会場にて行う。 

４．地区補助金申請について 

  地区補助金を活用し、中国大連の学友会とジョイント

して奉仕活動に役立てようという計画が出ています。 

 詳細については、また報告したいと思います。 

 

 

◆ご挨拶                     

市川東ＲＣ・山下 清俊様 

皆様こんにちは。 

私はＲＬＩの地区委員をしてお

ります。２月１１日（月）にパー

トⅠが開催されます。まだ間

に合いますので、是非ご登録

下さい。 

◆ロータリー財団より記念品伝達           

 

≪第４回ポール・ハリ

スフェロー寄付金≫ 

 

江沢 一男元会員  

 

◆地区より委嘱状伝達               

 

≪地区ＲＬＩ実行委員

会  委員≫ 

 

三神 秀樹会員 

 

 

 

◆委員会報告                  

社会奉仕委員会より （伊藤和夫委員長） 

・3/17（日）8:30～11:30、都川の環境を考える会主催に

より、都川に砕石や玉砂利を投入する活動が行われま

す。奮ってご参加下さい。 

◆米山奨学生 于陽さんより報告           

来月にロータリー奨学生としては

卒業しますが、今後学友会に参加

させて頂き、学友としてこれからロー

タリーの活動に参加していきたいと

思っています。来年も機会があれば

イベントや例会に参加させて頂きた

いと思います。宜しくお願いします。 



◆２月度会員誕生日祝・結婚記念日祝       

・・・誕生日祝い・・・ 

竹尾  白会員・池田紀之会員・今井太志会員 

石川知生会員・鷲見隆仁会員・吉田裕成会員 

・・・結婚記念日・・・ 

 廻辰一郎会員・吉田与一郎会員・金親博榮会員 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪市川東ＲＣ・山下清 俊様≫ 

 お世話になります。 

 

≪江沢 一男元会員≫ 

 ご無沙汰しています。元気で過ごしていますが、毎日、

妻の顔を見ていて飽きてきました。 

 

≪五十嵐 博章会長・松尾 博之幹事≫ 

 寒さで体が強張るのと、記録的なカラカラ天気で、体中

にひび割れが生じるところでしたが、昨日の雨と雪で少

しだけ潤いが戻ったような気がします。 

 市川東ＲＣ・山下様、元会員の江沢さん、ようこそお越

し下さいました。お寒い中をありがとうございます。 

 于陽さん、あと少しでロータリーとお別れとなりますが、

最後まで楽しんで下さい。 

 

≪鈴木 美津江会員≫ 

 こんにちは。今日はロータリー財団のお話しを三神さ

んにお願いしました。 

 どうか、ご理解いただき、ご協力下さいませ。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

会  員  卓  話 

 

 

 演 題⇒ 『ロータリー財団について』 

卓話者⇒三神 秀樹会員 

     （地区グローバル事業補助金委員長） 

 

 

千葉南 RCの例会

で卓話をさせていた

だく事になり、大変光

栄に存じます。 

地区委員としては、青

少年交換委員会の３

年間を経て現在 4年

目になります。 

 

本日は、「ロータリー財団」についてのお話をさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

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。 

 

ロータリーの父がポール・ハリスであれば、ロータリー

財団の父はアーチ C.クランフです。クランフは、1917年

のアトランタ国際大会で次の様に述べています。 

「諸々の社会奉仕を今まで通りに実行していくには、善

意・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。それから 101年。ロー

タリー及びロータリー財団は彼のビジョンを受け継いでき

ました。ちなみに、奉仕部門が現在の四大奉仕、すなわ

ち、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に分か

れたのは1927年のことでした。その後、新世代奉仕の概

念が生まれ現在は呼び名も青少年奉仕と変わりました。

現代の国際ロータリーでは、奉仕部門はそれら五大奉

仕に分かれています。 

 

さて、ロータリー財団のプログラムには、どの様なもの

があるのでしょうか。 

地区補助金（DG）、グローバル補助金（GG）、ポリオプラ

ス、そしてロータリー平和フェローシッププログラムの 4つ

があります。 

 

・地区補助金（District Grant）…地元や海外の地域社

会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい、短

期的な活動を支援します。各地区は、この補助金を配分

するプロジェクトを独自に選びます。1プロジェクト当たり

30万円を上限としてきました。 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 211,927 円 

金の箱 270 円 累計 15,373 円 

出席者数 

３０名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

３名 

１/１８修正出席率   

７６．６０ ％ 

千葉ＲＣ 月 2/18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/12・2/19 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 2/13・2/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/13 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/14・2/21 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/14・2/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



・グローバル補助金（Global Grant）…ロータリーの 6つ

の重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成果を

もたらす大規模な国際的活動を支援します。補助金プロ

ジェクトのスポンサー（提唱者）は、国際的なパートナー

シップを組み、各地の地域社会のニーズに取り組みます。

プログラムの予算３万ドル以上。 

 

・ポリオプラス…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（ロータリー章典 40.010.） 

2017年通年のポリオ発生状況は、パキスタンで 8例（前

年 20例）、アフガニスタンで 14例（前年 13例）、ナイジ

ェリアでは 0例（前年 4例）合計で 22例でした。昨年は、

1月 1日～9月中旬の統計によると、パキスタンで 4例、

アフガニスタンで 14例となっております。我々にできるこ

とは、ポリオプラスへ 1人当たり 30 ドル以上の寄付、

Advocacy(アドボカシー)：特定の問題に対する政治的提

言や政策提言、SNSでの拡散や募金活動などです。 

 

・ロータリー平和フェローシッププログラム…ポール・ハリ

スの平和への願いを受け止め創設されました。一世紀に

わたり国際平和を謳ってきたロータリーが、初めて正面

から平和貢献の為に立ち上げたプログラムです。世界の

100以上の大学を専門の委員が調査し、次の 7センター

（当初）を作ることにしました。 

①国際基督教大学（東京、三鷹） 

②クイーンズランド大学（オーストラリア、クイーンズランド州） 

③ブラッドフォード大学（英国、ウエスト・ヨークシャー州） 

④及び⑤デューク大学／ノースカロライナ大学チャペル

ヒル校 

（米国、ノースカロライナ州 ＊２校で１ロータリーセンターを共有） 

⑥ウブサラ大学（スウェーデン、ウブサラ） 

⑦チュラロンコーン大学（タイ、バンコク） 

ロータリー平和フェローは、毎年世界競争制のもと国際

関係や平和研究、および紛争解決の分野の修士号取

得プログラム（15～22か月）に 50名、専門能力開発修了

証取得（3カ月）に 50名が選ばれ、世界の 7大学に設置

されている 6つのロータリー平和センターで研究を行な

います。 

 

次にロータリー財団への寄付についてです。種類は

大きく分けると以下の 4つです。 

 

①年次基金…毎年ご寄付をいただく必要があります。寄

付額の 50％は 3年後地区に戻ります。 

②ポリオプラス…ポリオ撲滅活動を支援します。 

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。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ています。 

➂恒久基金…元金はそのままに、収益の 50％が DDF、

残りの 50％がWFにあてられます。その他冠名基金など

もあります。 

④その他基金…承認済みの補助金プロジェクトへの寄

付。災害復興基金など。 

 

当地区の寄付目標額（日本の目標）は、年次基金へ

会員一人当たり 150ドル、ポリオプラスへ会員一人当たり

30 ドルとなっております。 

また、ロータリー財団では皆様の寄付に対し、感謝の

印として様々な認証レヴェルと認証品をご用意しており

ます。ポール・ハリスフェロー（PHF）やベネファクターな

どが主なものです。毎年 1,000 ドル以上をご寄付いただ

くことをお約束いただくことで、ポール・ハリス・ソサエティ

（PHS）会員となります。PHS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。 

 

当地区の年次基金寄付の推移を見てみますと、一昨

年が一番多く、次は 2011－12年度でした。３年後の地

区社会奉仕、国際奉仕活動の活性化のために寄付ゼロ

は勿論、1人当たり 150 ドル以上のご寄付の協力をお願

いいたします。2015-16年度以降、当地区では「寄付ゼ

ロクラブ」がゼロになりました。今後も、寄付ゼロクラブを

当地区から出さないように取り組んで参りましょう。 

 

26ドル 50セントの最初の寄付から始まり、財団の資産

は約 11億ドルにまで成長し、これまでに 30億ドル以上

の資金が世界中の何百万人もの生活に変化をもたらす

プログラムや奉仕プロジェクトに投じられてきました。「世

界で良いことをしよう」その第一歩は、皆様の寄付から始

まります。 

 

皆さん、どうぞ今後ともロータリー財団並びに地区委

員会へのご理解並びにご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。纏まりませんが、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。 

 

 

 

 

 

第２６６４回例会 

日 時⇒ ２０１９年２月８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 千葉市総合政策局 

       オリンピック・パラリンピック推進部 

       オリンピック・パラリンピック振興課 

       課長  平田 美智子様 

第２６６５回例会 

第３・第４グループ合同インターシティーミーティング 

日 時⇒ ２０１９年２月１４日（木）点鐘１４：３０ 

会 場⇒ ホテルポートプラザちば 

 

＜会報当番：石川 知生＞ 


