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RI理事会と管理委員会の決定により地区ロ
ータリー財団委員会を設置することを義務
付け、8つの小委員会を設置し地区ガバナ
ーのもとで、財団プログラムや募金活動を
地区内のロータリアンに提供し、地区財団
活動を計画し、調整し、評価することによ
って地区ロータリー財団を管理運営する役
割をになっている。
義務設置の小委員会 2790地区小委員会
① 補助金小委員会 ① 同 上
② 年次寄付小委員会
③ 恒久基金小委員会 ② 寄付金小委員会
④ ポリオ・プラス小委員会
⑤ 奨学金小委員会
⑥ 学友小委員会
③ 奨学金小委員会
⑦ 研究グループ交換小委員会
⑧ ロータリー平和フェローシップ小委員会 ④ 同左
クラブ財団委員長の役割
クラブ財団委員長には以下のことが求められ
る。
（ｲ）ロータリークラブとクラブ会長が目標を
達成するために支援を提供する。
（ﾛ）クラブ会員に対し、ロータリー財団に関
する教育と研修を提供する。
（ﾊ）クラブ会員が財団プログラムに参加し、
財政面で財団を支援するよう奨励する。
（ﾆ）地区、ゾーン及び管理委員会の財団目標
を、クラブとその会員に伝える。

卓 長 「ロータリー財団
挨 話

について」
ロータリー財団委員会
小串安正 委員長

1 ロータリー財団の歴史とその使命
ロータリー財団の歴史と内容
（ｲ）ロータリー財団の設立趣旨
1917年（大正6年）の国際大会でアー
チ・クランクが「世界でよいことをしよ
う」という標語で奉仕をすることを提案
し、1928年（昭和3年）の国際大会でロ
ータリー財団と名付けられ財団化され
た。
（ﾛ）ロータリー財団の法人としての位置付
1931年に信託組織となり1983年イリノイ
州の法令のもと非営利財団法人となっ
た。
ロータリー財団の使命
「ロータリアンが健康状態を改善し、教育の
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するこ
と」
（健康状態を改善する意味）
ポリオ、ハシカ、結核等病気の撲滅を通
し平和を達成する。
（教育の支援を高める意味）
外国の大学への留学支援（国際親善奨学
生）や、職業人の国際交流支援（研究グ
ループ交換−GSE）や平和研究者への留
学支援（世界平和フェローシップ）を通
し世界理解、親善、平和を達成する。
（貧困を救済する意味）
発展途上国において食糧や清澄な水、医
療や教育を窮状ある人々に提供し、生活
水準を引きあげる人道的社会奉仕活動
（ロータリー財団補助金）を通し平和を
達成する。

3 寄付の種類、使途、寄付の配分

2 ロータリー財団組織及び運営
国際ロータリーの役割
RI理事会の承認で「ロータリー財団管理委
員会」を設置し、ロータリー財団の使命を
達成すべくプログラムを設定・拡大するべ
く運営・管理する役割をもっている。
地区ロータリー財団委員会の役割
− ２ −

○寄付の使用システム（3年の資金周期とシ
ェアー・システム）
（ｲ）寄付が記録されてから3年後のプログ
ラム活動のために寄付金を使用できる
仕組
（ｲ）地区がプログラムの計画や参加者選
考のために時間を与える。
（ﾛ）財団が管理運営費や寄付増進経費を
賄うために投資運用する。
（ﾛ）3年前の寄付総計を基準としてシェア
を決定し、地区はロータリー財団にあ
ったプログラムを実施できる。
2790地区の10−11年度の支出予定は

①
②
③
④

地区補助金（人道的社会奉仕活動
支援）
25,000ドル
国際親善奨学生（外国の大学への
留学支援）
175,000ドル
世界平和フェローシップ（平和研
究者への留学支援） 25,100ドル
ポリオ・プラス・プログラムに寄
贈
30,000ドル
計
255,100ドル
現在DDF粋が187,000ドルである
ので支出超過となっている。
（繰越金で充当している。）

②

世界平和フェローシップ（平和研究者へ
の留学支援）
③ 研究グループ交換プログラム＝GSE（職
業人の国際交流支援）
人道的補助金プログラム
① 地区補助金（地区独自で実施する人道的
支援）
② マッチンググラウンド（2ケ国以上のロ
ータリークラブが人道的奉仕プロジェク
トを実施し支援）
ポリオプラスプログラム（ポリオ撲滅支援）

6 地区で実施している主なプログラム

○寄付目標
（ｲ）年次寄付
EREY100弗 毎年あなたも100ドル
（2001年規定審議会で採択）
（Every, Rotarian, Every yea r）…2010年
10月のロータリーレートは1ドル86円
○寄付の税制上の優遇措置
20万円以上の年次寄付（一括）独立行政法
人国際交流基金
10万円以上20万円未満の寄付（一括）ロー
タリー日本財団
申請により公益増進法人への寄付で優遇
措置を受けられる。
10万円未満は株式会社等法人はその他寄付
として処理できる。
個人は原則処理できない。

4 寄付と認証について
認証は感謝の意を表し、さまざまな寄付の機
会を奨励する制度で下記のものがある。
ロータリー財団の友
年次寄付を毎年100ドル以上を寄付するこ
とを誓約した人
ポールハリスフェロー
年次寄付を毎年1,000ドル以上を寄付した
人
マルチプルポールハリスフェロー
ポールハリスフェローを2回以上寄付した
人（2,000ドルから9,000ドルまで8段階）
ポールハリスソサエティ
年次寄付を毎年1,000ドル以上寄付する意
思表明した人
ベネファクター
恒久基金に1,000ドル以上寄付した人
大口寄付者
年次寄付、恒久基金、使途指定寄付などす
べての総額が10,000ドル以上の人

5 ロータリー財団のプログラム
教育的プログラム
国際親善奨学金（外国の大学への留学支
援）

①

− ３ −

人道的補助金プログラムである地区補助金
09−10年実施額
25,0000ドル申請し、94円換算で235万円
が地区に送金され実施している。
② 09−10年実施クラブ及びプロジェクト
①

③

地区補助金の本来の目的
単に資金援助をすることを最終目的とし
ていない、他区ニーズを把握することや
プロジェクトの推進のために、メンバー
が知恵と汗を流すことによって、クラブ
は勿論、地域が元気になることが本来の
目的である。
外国の大学への留学支援をする国際親善奨
学金
① 制度の目的
国際親善奨学金は民間レベルとしては世
界最大規模の奨学制度であり、この制度
の目的は奨学生を他国の教育機関で勉学
する機会を与えることによって世界理
解、親善、平和に役立てることを目的と
している。（宇宙飛行士山崎直子さんも
奨学生）
② 応募資格
イ．大学で2年間終業した人、高校卒業
後2年間就職経験があり、学業優秀
で相手国の言語が通じ、学業継続と
親善使節の任務全うしうる者
ロ．日本の歴史、地理、文化、時事問題
を説明できる者
ハ．ロータリーの認識と理解をし、オリ
エンテーションを3回出席する義務
がある
ニ．応募者の居住地、職場、大学、本籍
がロータリーの応募地区内であるこ
と等

③

④

奨学金の条件
イ．留学中及び帰国後ロータリーの求め
に応じ10回以上の講演、卓話し、留
学中は定期報告が義務づけられる
ロ．出発前及び留学中、オリエンテーシ
ョンの無断欠席、学力不足、中途退
学等目的達成が困難になった者は全
てが打ち切られる
ハ．留学先はロータリークラブのある国
に限られ、希望の大学以外の指名も
ある
ニ．帰国後は学友会（同窓会）に所属し、
活動に協力しなければならない他
応募から留学までの経緯（2012−13年度
奨学生の例）
イ．2010年12月中に第2790地区のホーム
ページに募集要項を発表
ロ．応募説明会
2011年2月20日

例

第2653回例会

会

長

挨

会

拶
伊原清良 会長

松戸ロータリークラブ 夫
人の会 土、屋政子会長はじめ
夫人の会の皆様、ようこそ例
会にお越し下さいました。ど
うぞ、ごゆっくりと、お過ご
し下さい。先程まで、クリス
マス例会でのビンゴの景品の
検討はじめ、会計も承認され、無事に総会を終了
されました。山田会員の奥様も出席されていまし
たがPTAの用事があり、そちらに向かわれました。
本日、第一例会ですので理事会がございます。
２週間ぶりです。その間に色々な出来事がありま
した。千葉ロッテマリーンズがパ・リーグ３位よ
り日本シリーズを制してしまいました。50年振り
に行われた、東京六大学の優勝決定戦に早稲田大
学が勝利してしまいました。共に湯本さん、「お
めでとさん。」
先週の６〜７日に銚子の地で第2790地区の
地区大会 地区大会が開催されました。2002〜03
年の元ＲＩ会長・ビチャイ･ラタクルさんの講演
がありました。氏はタイ国の国務大臣などを歴任
されていました。ビチャイ･ラタクルさんの当時
のＲＩのテーマは「慈愛の種を播きましょう」で
ありました。松戸ロータリークラブでは加納さん
が会長に就任されていました。講演内容について
の詳細資料は後日、届くと思います。ここではひ
とつだけ、ご紹介したいことがあります。氏曰く、

⑤

報

ハ．クラブ応募締め切り 2011年3月31日
ニ．地区応募締め切り 2011年4月 8 日
ホ．奨学生選考会
2011年5月 8 日
へ．合格者説明会
2011年6月 5 日
ト．オリエンテーション
2011年6月〜2012年6月まで3回のオ
リエンテーション実施
チ．留学先へ出発
2012年8月頃出発
し一年間留学
リ．募集人員と年奨学金
募集人員数名、奨学金26,000ドル
現在松戸クラブの奨学生
2010−11年度奨学生として富田英樹君を
推薦したが、希望のハーバード大学へ
入学できなかったため、2011−12年度の
奨学生として再チャレンジしている。
顧問ロータリアンは大川会員から小串に
変更している。

告

2010年11月10日

「世界中どこでも、ロータリーのバッチをつけて
いれば、その人に対して善意・友情・優しさ・誇
りを感じるものです。……」私は、食品会社で営
業に出かける時、お得意様や商談相手に失礼だと
か、どう感じるのかなどと気にしてロータリーバ
ッチをはずしていました。ラタクルさんの話を聞
いて、今後は堂々と胸をはって着けていこうと思
いました。
今年のＲＩのテーマは、「地域を育み、大陸を
つなぐ」であります。松戸ロータリークラブ50周
年記念の時には、夫人の会の皆様には受付や接待
をしていただきました。50周年の記念事業で松戸
市立第四中学校と松戸市立和名ヶ谷中学校の吹奏
楽部に対して100万円ずつの指定寄付をしたのは
ご承知の通りであります。ところがその後、徐々
にわかってきたことなのですが「才能の流出」の
可能性であります。全国で第一位になった音楽的
才能を持った松戸市の中学生はどこの高校にいっ
たのか。別に追跡調査した訳ではありません。こ
こ近年の全国高等学校の吹奏楽コンテストでは、
「千葉を制する者は全国を制する。」とまで言われ
ています。その千葉県の御三家は、市立柏高等学
校、市立習志野高等学校、市立船橋高等学校なの
です。松戸の中学で育った全国優勝できる演奏能
力が近隣の市立高校に流れていっているのが現実
でありましょう。
松戸ロータリークラブでは、11月25日に市立松
戸高校に楽器の贈呈式を行う段取りになっていま
す。楽器寄付よりも熱血教師が必要だとの意見も
あります。どれもこれも大河の一滴なのだと感じ
ます。会員の浄財による、ＲＩのテーマ「地域を
育み」であります。音楽の支援を通して、「文化
の香る街」に貢献できたらと思っています。本日

− ４ −

の卓話は、「ロータリー財団について」小串安正
会員です。
本日の出席率、96%でした。96%となると、食
事で喉をつまらせるという、嬉しい体験をしまし
た。
夫人の会の皆様、クリスマス例会のご協力、謹
んでお願い申し上げます。

幹

事

報

告

②

クリスマス例会の件
［日程］2010年12月22日
18：30〜21：00
［場所］聖徳大学10号館 14階
［会費］全会員より一律１万円

③

第19回外国人日本語スピーチコンテストご協
賛のお願いの件

④

プログラム予定表の件

お

松田茂一 幹事
１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 本日理事会がありま
す。
② 11月６日 ７日 の
2010-11年度地区大会出
席ありがとうございまし
た。（18名）

祝

【入会】織田 信幸君
平成14年11月6日（8年）

い

【入会】松田 茂一君
平成14年11月20日（8年）

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。
３．他クラブ会報・その他
会報が流山ＲＣ、柏西ＲＣより届いています。
例会変更の連絡
松戸中央ＲＣ
・11月11日 の例会は地区大会に振替のため休
会
・11月25日 の例会は移動例会（親睦旅行）に
変更
点鐘 18：30
場所 大洗海岸 大洗パークホテル
沼南ＲＣ
・11月18日 の例会は地区大会に振替のため休
会
・11月25日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 中華料理「香蘭」

【誕生】浅井

利明君 7日

【誕生】杉浦

章浩君 25日

【誕生】申

權君 18日

４

【結婚】松葉夫妻 5日

、
【結婚】土
屋夫妻 15日

【結婚】田原夫妻 20日

、
【結婚】土
肥夫妻 20日

【結婚】小林
（登）
夫妻 22日

５．その他報告
特にございません。

第5回
［議
①

理事会報告

題］
音楽支援支出の件・贈呈式の件
11月25日 ３：00より学校にて贈呈式
当日４名出席

■結婚記念日 森田
■ご夫人誕生日 宋
浅井
川並
松本

− ５ −

力夫妻
順子様
知子様
秀子様
文代様

10日
17日
18日
20日
20日

例

会

報

ん、松田さん、申さんお世話になりました。

告

中山政明君／RI会長賞、受賞おめでとうございま
す。松戸クラブのすばらしさを認めていただきま
した。皆様のご協力に重ねて感謝申し上げます。

［例会写真］
◆夫人の会の皆様が例会にお越し下さいました。

織田信幸君／入会記念ありがとうございます。８
年になりました。在籍年数だけは中堅となりまし
たが、まだまだ経験の浅い私であります。皆様よ
ろしくお願い申し上げます。

「ご挨拶」
夫人の会会長
、
土
屋政子様

松田茂一君／入会８年目になります。これからも
よろしくお願いします。
小林 登君／夕べも言い合いをしてしまいまし
た。でも、こうやってお互い磨きあって夫婦とし
て成長していくのですね。
松葉則明君／結婚記念日の御祝をいただき、あり
がとうございます。
松本幸夫君／妻の誕生日のお祝いをいただき、あ
りがとうございます。

［出席報告］
会員53名
出席49名
仮欠 4名

義務会員44名
義務会員42名
義務会員 2名

免除会員 9名
免除会員 7名
免除会員 2名

［欠席者］
島村

［Ｍ

善行君

川並芳純君

Ｕ］

中山
織田
三国

政明君
信幸君
大吾君

市川ＲＣ
船橋東ＲＣ
松戸北ＲＣ

11月４日
10月28日
11月２日

本日出席率
96.08％
先々週出席率修正 86.0％→88.0％

平松 徹君／先月の10月30日、妻のお祝いの「白
いラン」の花が届きました。ありがとうございま
した。同じ日に妻の長年の友人から妻の好きなブ
ルームーンというバラも贈られてきました。「花
の命は短くて…」。そのバラは折れてしまい、本
日ゴミとして…。白いランはしっかりと変わらず
咲いています。妻も同じように元気で長生きして
もらいたいと改めて思いました。感謝です。
田原晨暁君／結婚して23年になりました。お祝い
ありがとうございます。
申
權君／誕生日祝いありがとうございます。
我々夫婦は、11月17日が女房の誕生日で、18日が
私の誕生日となっております。不思議です。最初
からくっついておりました。けんかしてもくっつ
いております。ありがとうございます。

ニコニコBOX
、
土
屋亮平君／地区大会は遠路、ご苦労様でした。
、
土
屋政子様／お蔭様で無事総会をすませる事が出
来ました。
、
、
土
屋亮平君、土
屋政子様／結婚記念日お祝い有難
うございました。
加納清輝君／誕生日祝いと結婚祝いありがとうご
ざいます。

、
土
肥伸一郎君／結婚記念日のお祝いありがとうご
ざいます。来年も同じ月にいただけるように日々
努力いたします。
浅井利明君／ロータリーに入会して、初めてお祝
をいただきました。夫婦ともどもお祝をいただき、
ありがとうございます。今後とも、よろしくお願
い申し上げます。

斎藤重久君／昨日、十日会のゴルフでは優勝させ
て頂きありがとうございました。風が大変強い中
でも、ハンディをたくさん頂いたお陰で優勝する
事が出来ました。ありがとございました。湯本さ
− ６ −

ニコニコBOX

当日￥108,000

累計￥512,000

財

当日￥ 5,341

累計￥ 70,444

団BOX
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