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今週のプログラム 

「千葉科学大学ローターアクトクラブ 10周年」 

髙木 浩一ローターアクト委員長 

 

前回例会報告（１１月２２日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

地区財団委員会 

財団資金・推進管理委員会 大野 雅章様 

 (卓話者) 

会長挨拶 

急に冷え込んでまいりました。おとといは、

東京で最低気温 3.6°C と１１月としては４３

年ぶりの低温だったそうですが、温暖化が進ん

でいる中、有難いことではないでしょうか。 

 １９日（日）に分区主催のロータリー情報研

修会があり、当クラブより１４名の参加があり

ました。テーマは「ロータリアンであることを

誇りにしよう」。地区基調発表とその後８グルー

プに分かれテーブルディスカッションを行いま

した。大変有意義な一日でした。２１日（火）

には五中で出前授業を行いました。学校年度で

七校中四校目、本年度最後になります。４名の

講師の皆様お疲れ様でした。 

 ロータリアンの誇りについて、そして職業に

ついての出前授業を行いましたので、合わせま

して「私の職業と誇り」について話させていた

だきます。 

 私の会社は小さな会社ですが、社是はありま

す。「At  your  service」すなわち、①直訳で

あなたの（社会の）お役に立つ。②和製英語で

すが社員にとってアットホームな会社。③アッ

と驚く独創的なサービスを行う会社。を目指し

ています。誇りは、表には決して出しませんが

密かに持っています。設立して１０７年目であ

ること、地場産業の縁の下の力持ちであること

など、自負しています。数年前こういうことが

ありました。１０年弱続いていた業務でしたが、

採算が合わないこと、急に発生する業務の為他

の仕事に悪影響を及ぼすなどでその仕事を断る

ことにしました。社員も喜んでいることと思い

ましたが、逆にがっかりしていました。社員と

しては大変な業務でしたが、社会の役に立って

いたことを誇りに思っていたのです。申し訳あ

りませんでしたが、先の事を考えた結論でした。

誇りというものはそれぞれが表には出しません

が、密かに持っているものだとあらためて思い

ました。又、荷主さんのある事情で、料率の値

下げを提案されたことがありました。しかし、

長年荷主さんの期待に応えようと努力していた
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自負がありましたので、それは丁重にお断りし

ましたが、先方にも御理解いただけました。 

 人間というものは、表には出しませんが誇り

はいっぱい持っているものです。出前授業でも、

会員講師のそれぞれ仕事に対する誇りを強く感

じましたし、受け入れ側の先生方にも教師とし

ての誇りを感じました。私の会社でも誇りを持

って日々業務に励んでいます。従いまして、今

回のロータリー情報研修会のテーマ「ロータリ

アンであることを誇りにしよう」は、皆さん表

には出しませんが、誇りは自然と持っているも

のであり、テーマとしてはナンセンスであるの

ではないかと感じます。  

幹 事 報 告 

【週報拝受】 

八日市場ＲＣ・成田空港南ＲＣ 

1.RLI パートⅠ開催のご案内  

…ガバナー事務所 

 

会員の記念日   

☆傘寿おめでとうございます。 

宮内 清次会員(11 月 20 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆結婚記念日 石毛 充会員（11月 22日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 宮内 清次会員 

おかげ様で８０才の誕生日

を迎える事が出来ました。今

後ともどうぞよろしくお願

いします。 

 

 

✧大ニコニコ 高瀬 幸雄会員 

職業奉仕委員会の今年度の出

前教室が昨日（11/21）無事終

了しました。ご協力いただい

た講師の皆様に感謝申し上げ

ます。これからもご協力宜し

くお願い申し上げます。 

 

✧石毛 充会員 

なんと本日で結婚 36 年

目となりました。すばら

しい人生となっておりま

す。これから“40 年、

50年、100年と一緒に

寄りそっていきたい”と思います。 

 

卓  話 

「ロータリー財団月間に因んで」  

地区財団委員会 財団資金・推進管理委員会 

大野 雅章 様（千葉ＲＣ） 

私は地区ロータリー財団委員会 財団資金・

推進管理委員会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。 

その前にロータリーの基本理念を確認しましょ

う。先日私のクラブがある第 3 分区 A で行われ

たロータリー情報研究会の講演の中でこのよう

なお話がありました。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
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あると。そしてマイロータリーを見ますとこう

記載されています。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

れを育むこととあり、こちらの 4 点にまとめら

れています。 

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 

この目的を実現するため私たちは 5 大奉仕プロ

ジェクトを行っています。これらの奉仕プロジ

ェクトを皆様からの寄付を基に財政的にサポー

トしているのがロータリー財団です。 

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、他人の助けになること、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、

これを育むことでもあります。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。そ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。 

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、皆さまからのご寄付を世界各地での奉仕活 

動に役立てています。 

創立以来 100 年間、私たちの財団は、教育の支

援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトに

総額 30 億ドルの資金を提供してきました。ご寄

付の 90％以上が、奉仕プロジェクトに直接生か

されます。世界に 35,000 あるクラブは、発展途

上国にきれいな水をもたらし、平和活動に携わ

る人材を育成するなど、世界中で持続可能な影

響をもたらしています。ポリオ撲滅活動におい

ても、予防接種活動を通じて発症数を世界で

99.9％減少させてきました。皆さまからのご寄

付は、こうした活動に大切に活用されています。 

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。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

会に授与しました。この身体障害児協会は、ロ

ータリアンのエドガー・アレンが 1919 年に創設

したもので、ロータリー創設者のポール・ハリ

スは同協会の理事を務めていました。 

この写真は 1922 年に同協会の創立会員を撮影

したものです。前列の左から 3 番目にいるのが

エドガー・アレンで、その右側にいるのがポー

ル・ハリスです。 
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寄付額は、ポール・ハリスが病との闘いの末に

没した 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。 

次に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います。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。 

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。ロータリーは、1979 年にフィリピンの

子どもたちにポリオ予防接種をはじめて以来、

パートナー団体とともに懸命に活動を続け、全

世界でポリオの発症数を99.9パーセント減らす

ことに成功しました。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。 

下の表は 2017 年 1 月 1 日~10 月 28 日までの野

生株によるポリオ症例数です。 

パキスタンで 5 例、アフガニスタンで 7 例とい

うところまできました。残念な事に、昨年ポリ

オ常在国から外れたナイジェリアで新たに 4 件

のポリオ発症が確認され再び常在国に指定され

ました。完全に撲滅するまでさらなる資金が必

要です。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 319,453

ドルが活動資金の主な原資となります。㋐

319,453 ドル×50％=159,72 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％=28,843 ドル㋒前

年度の繰越金 72,268 ドル ㋐～㋒の合計

260,838 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 94,285 ドル、グローバ

ル補助金へ 65,000 ドル、ポリオプラス、R 平和

センターへ 25,000 ずつ、予備費として 51,553

ドル配分しました。 

今年度の地区補助金の申請状況について少しご

紹介致します。地区補助金の申請数は年々増加

傾向にあり、今年度は 33 件でした。 

社会奉仕件 28 件、国際奉仕件 5 件となっていま

す。一昨年度グローバル補助金が 6 つの重点分

野へどう使われたか表で見てみましょう。 
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この地区補助金の原資は先ほどもご説明しまし

たシェアシステムにより地区に戻った地区財団

活動資金より拠出しております。これこそ分け

合うという意味を持ったシェアから来ている

「シェアシステム」の特徴です。シェアという

言葉の意味は「分け前」や「取り分」といった

意味がある反面「負担」や「出し分」といった

意味をも持っています。地区補助金やグローバ

ル補助金の原資はみんなで出し合い負担しあっ

ているのです。 

次に出し合う寄付金の現状についてご説明し

ていきます。国内の地区の数は 34 地区です。34

地区の寄付の状況を見ていきましょう。昨年度

当地区の年次基金寄付総額は341,934.34ドルで

した。また、会員１人当たりは 125.16 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 25

番目となります。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。みなさんもうお

わかりのことと思いますが当地区は断トツの最

下位です。このままでよいのでしょうか?地区の

寄付の状況は地区ホームページで確認できます。

改めて地区の寄付実績 2016-17 年度を見てみま

しょう。 

 年次基金寄付総額 341,934.34ドル 

 １人当たりの寄付  125.15ドル 

 日本全国の平均   151.09ドル 

 地区目標 150ドル以上は 24クラブ 

（59クラブ未達成） 

 最も多いクラブ 1人当たり  511.11ドル 

 最も少ないクラブ 1人当たり  8.74ドル 

地区全体の寄付実績を年度別に少し抜粋してみ

ました。注目するところは「寄付ゼロクラブ」

です。２、７、１４、１、０、０となっていま

す。一昨年度より念願の寄付ゼロクラブがゼロ

となりました。昨年度日本国内から寄付ゼロク

ラブをなくす事ができました。日本国内クラブ

数 2,260 クラブ（2017 年 6 月末）1/2,260 にな

らないようくれぐれもお願い致します。3 年後

の地区の社会奉仕、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

への寄付をお願いします。寄付分類の欄の年次

基金寄付への丸印をお忘れないようお願いいた

します。財団の寄付者に対する最初の認証は、

ポール・ハリス・フェローです。1,000 ドル以上

を寄付された方々を認証するものです。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。さらに累積寄付の合計が

10,000 ドルに達した方を対象とする、メジャー

ドナーとして認証されます。ポール・ハリス・

フェローとなった方々には、ポール・ハリス・

ソサエティ（PHS）に入会される方も大勢いま

す。PHS は、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

寄付する会員や財団支援者にご入会いただけま

す。また恒久基金に 1,000 ドル以上を現金で寄

付された方は、ベネファクターとして認証され

ます。そのほかにもクラブの認証制度もござい

ます。ポール・ハリス・ソサエティ会員には、

その貢献を称えるための特別な襟ピンが贈られ

ます。当地区では PHS 会員の拡大に今後力を入

れていきます。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。 

ロータリーカードをご存知でしょうか?オリコ

のロータリーカードをお申込みいただきクレジ

ットカードとして使用するだけで支払額の 0.3

パーセントが自動的にロータリー財団に寄付さ

れます。シルバーカードは年会費無料またゴー

ルドカードは年会費 1 万円がかかりますが年会

費のうち 3000 円が自動的に財団へ寄付されま

す。またカード利用 1000 円に 1 スマイルのポ

イントがたまり、たまったポイントは 1000 スマ

イル年次基金寄付 5000 円に交換することもで

きます。この寄付は個人の年次基金寄付実績に

加算されます。皆様のお買い物や公共料金の支

払いをロータリーカードで行うだけで自動的に

寄付ができてしまう優れものです。ぜひご加入

ください。またビジネスカードもございます。1

法人最大 20 枚年会費 1 枚 3000 円カード別の明

細書が発行されますので個人別の経費のチェッ

クが可能です。 

財団への寄付は利用額の０．５％年会費のうち

1500 円が自動的に寄付されます。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、野生ポリオウイ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
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次週のプログラム（１２月６日） 

年次総会 

「疾病予防と治療月間に因んで」 

高橋 宏資会員 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

キルを習得しています。何十万人もの人びとに、

きれいな水へのアクセス、医療と保健、教育の

機会を提供しています。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。 

表  彰 
 

 

 

 

 

 

 

 

米山功労者     ポール・ハリス・フェロー 

神津裕之会員     宮内龍雄会員 

（第 1回目）     （マルチ 4回目） 

 

委員会報告 永澤 信親睦活動委員長 

クリスマス家族親睦会の御案内 

恒例のクリスマス家族親睦会を開催させて頂きま

す。宜しくお願い申し上げます。 

日時：１２月２０日（水）点鐘１８時 

場所：太陽の里 

 

 

 

１１月２１日(火)銚子第五中学校で開催。 
 

 

 

 

 

 
信太秀紀会員      高瀬幸雄会員 

   

 

             

 

               副島賢治会員 

 

 

 
 

 

 

寺内忠正会員 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：２９名 欠 席： ８名  

出席率 ７８．３８％ 

欠席：青野君・木曽君・丸山君・副島君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君・遠山君 

【Ｍ Ｕ】  

11/16東京中央新 RC 櫻井(公)君 

11/21出前教室（参加７名）  

小林君・松本君・櫻井(公)君・信太君・副島君 

高瀬君・寺内君 

11/26次年度 AG合同会議 高橋君 

【ニコニコ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 29,000 計 ￥296,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 24,816 

米山 BOX ￥  2,400 計 ￥ 26,513  

希望の風 ￥ ―  計 ￥132,100 

講師： 

高瀬幸雄会員 

 

出前教室 

【体力と気力】   宮内清次会員 

先週は満８０歳の誕生日お祝いを頂き有難う

ございました。ロータリークラブからは３５回

お祝い頂いた事になります。 

もう子や孫はデコメールで「お爺ちゃん傘寿お

めでとう」ってパンパカパーンと花火を上げて

終わりです。ロータリーはいい団体だな～とつ

くづく思います。 

先日旭市のホテルで同窓会が有りました。在

籍４７人中鬼籍の人が三分の一、足腰弱ったり

養療中が三分の一出席は１０名でした。集まっ

た人もみんな何らかの持病はあるが前向きで

す。後期高齢者保険料のことや介護保険料を年

金からの天引きの不満、また報道の多人数殺人

事件の事、今話題の特区問題も分析して見せま

す、お座敷に呼んだ５名の花達の働きと相まっ

て酒はどんどん進みます。私は酒が好きで弱い

方ではない、しかし上には上がいる寡黙で余り

飲まなかったやつが・・飲むに飲んで朝ケロリ

と食事に来た。そうか半端じゃない強い人生を

送って来たんだなと思った。 

人生１００年。超高齢化時代に入った。読売文

芸欄川柳に「終活の延長戦もある長寿」とあっ

た。中継ぎもクローザーも使ってしまった私は

残る延長を若い皆さんの助けを借りて前向きに

生きよう。お座敷に呼んだ若い花達も次の世代

を担って強く強く生きて、幸せに成ってほしい

と願っています。 

会 員 投 稿  


