
第1795回例会　2014.８.７　晴　司会　伊藤会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中22名　78.57％

　欠席：藤代・草野・佐々木・織戸・輪湖・斉藤（英）・（武市）各会員

◎ゲスト：米山奨学生　李　大維君

◎100％以上

　８／１～地区広報公共委員会セミナー～中村会員

　８／３～地区財団セミナー～大原・山﨑各会員

　８／５～相澤会員～船橋RC

◎メークアップ

　８／７～草野～７／14～環境学習講演会　藤代～７／26～RYLA実行委員会

◎８月三つのお祝い

　・会 員 誕 生 ：織戸・伊藤・大家・高橋各会員

　・ご夫人誕生：草野真由美様・守屋紀子様

　・結 婚 祝 い ：山﨑会員
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大原会長

ロータリー財団とは

　　国際ロータリーは財団化しつつある、ということを聞きます。皆さんもお聞きになったことがあると思

います。皆さんはこうした話をお聞きになってどのように感じますか。私はそういう見方も一つのロータ

リー感だと思っていますが、私はこのような感じを受けたことはありません。RI理事会が財団の活動につ

いて、熱心になるとしたら、それはむしろ歓迎すべきことだと思います。これが RIの財団化だと感じる

方がおられるのかも知れません。そこで、ロータリー財団とはどういう性格の法人なのかを記したいと思

います。

　　定款、細則の規定を記載することは少し気が引けますが、次に記載します。

国際ロータリー定款　第12条　財団

　第１節　RI（国際ロータリー）の財団は、RI細則に従って設立、運営されるものとする。

　第２節　RIが受領したすべての贈与、不動産遺贈、または金銭や財産の遺贈、財産から生じる収入の遺

贈、RIの余剰資金は、

　　国際大会の承認を受け、財団の資産となるものとする。

　　国際ロータリー細則の記載はボリュームが有りますので記載はしませんが、手続要覧の197ページに第

22条ロータリー財団の記載があります。ここには財団の目的、管理委員会、管理委員の空席、管理委員の

任期、管理委員の報酬、管理委員会の経費、管理委員会の報告が定められています。

　　更に、手続要覧223～230ページには「国際ロータリーのロータリー財団細則」が、231ページには「国

際ロータリーのロータリー財団法人設立定款抜粋」が記載されています。この他に、ローター財団章典と

いうものがあります。

　　これらの記載を注意深くお読み頂きたいと思います。

　　ロータリー財団は、「国際ロータリーのロータリー財団」というのが正式名称です。これはどういう事か

と言いますと、ロータリー財団の構成員（株式会社の株主のようなものです）は１種類とし、これは「法

人会員」と指定された唯一の構成員から成るものとする。初めの法人会員は、イリノイ州の非営利法人の

国際ロータリー、または、合併、商号変更によるその後継者とする。何らかの理由で、法人会員の地位に

欠員が生じた場合は、当法人の管理委員会が新たに法人会員を選ぶものとする。とロータリー財団細則に

定められています

　　ロータリー財団の管理委員（クラブの理事、或は株式会社の取締役に相当します）は、RI会長エレクト

が推薦し、RI理事会が選出します。ロータリー財団自体には、選任する権限はありません。RIのロータ

リー財団であるからです。それでは、なぜロータリー財団が必要なのでしょうか。RI自体はイリノイ州の

州法によって設立された非営利法人ですから、皆さんから、あるいは外部から寄付金を受け入れることは

当然可能です。しかし、寄付した側の会員や法人等は、税制上の優遇措置を受けることが出来ません。そ

こで、同じイリノイ州の州法ですが、別の規定によって設立したのがロータリー財団なのです。ロータリー

財団は非営利財団として認められていますので、寄付して頂いた方は税制上の優遇措置を受けられます。

　　公益財団法人ロータリー日本財団という法人があります。この法人は日本の法律に従って設立された公

益財団法人です。この法人を通じてロータリー財団に寄付しますと、日本の税制上の優遇措置を受けるこ

とが出来ます。

会長あいさつ



ロータリー財団資金の使われ方

　　皆さんがロータリー財団に寄付して頂いた資金は、どのように使われるのでしょうか。

　　寄付の種類によって使われ方は違いますが、最も一般的に皆さんから寄付して頂いている、①年次基金

寄付は、３年間資金を運用して、その運用益は財団の運営費に使われます。元金は３年後に全額を地区と

財団で使います。②恒久基金寄付は、元金は使いません。運用益のみを地区と財団で使います。③ポリオ

プラスに指定して寄付した寄付金は、ポリオ撲滅のために全額が使われます。④グローバル補助金のクラ

ブで拠出する部分の寄付金は、指定されたグローバル補助金プロジェクトに使います。この場合の現金寄

付には、国際財団活動資金から50％上乗せになります。⑤ロータリー平和センターに対する寄付金は、全

額がロータリー平和センターの資金として使われます。このように、皆さんから寄付して頂いた資金は、

全額有意義に使われています。未来の夢計画では、地区補助金とグローバール補助金を地区や地区内クラ

ブで使うことが出来ます。

外部団体などの評価

　　米国には慈善団体の格付けをする団体が有ります。これらの団体は、寄付金の使われ方を評価していま

す。

　　Charity Navigator、American Institut of Philanthropy　その他が有りますが、何れの団体共に、ロー

タリー財団を最高ランクの評価をしています。ロータリー財団は、非常に健全な財団であると言えます。

地区補助金について

　　地区補助金は、地元社会と海外において、幅広いさまざまな人道的・教育的活動を支援するものです。

クラブが実施する社会奉仕活動や国際奉仕活動が該当しますが、一定の条件が有ります。

　　地区補助金の対象となる活動は、次の活動です。

　　　●財団の使命に当てはめる活動

　　　●ロータリアンが積極的に関与する活動

　　地区補助金は、ロータリアンが柔軟性を持ってプロジェクトに活動出来る補助金で、地区財団活動資金

（DDF）　を通じて提供されます。

　　地区補助金は、権限が地区に大幅に委譲されました。その結果、公金である財団の資金を財団の資金の

使途について、地区が責任を持って管理しなければなりません。独立した外部監査を受けるか、地区ロー

タリー財団監査委員会の監査を受けて、間違いのない運用が求められています。どちらを選ぶかは、地区

に任されています。第2790地区では、地区ロータリー財団監視委員会を設置して監査を受ける方式を採用

しました。

　　従来の地区補助金は、１件のプロジェクトが25,000ドルを超えると外部監査が必要でしたので、第2790

地区では、各クラブに分配する資金として、最大25,000ドルを申請していました。残額の多くの部分を国

際親善奨学生の派遣費用、ロータリー平和センターへの寄贈、ポリオプラスへの寄贈に充ててきましたが、

この監査の要件が変更になりましたので、従来の方針を変更しました。クラブが実施する奉仕活動に、地

区補助金とグローバル補助金を使えるように配分予算を見直しています。



　　地区補助金が使いやすくなりましたので、地区内各クラブで大いに使って頂きたいと期待しています。

地区内クラブの中には社会奉仕活動や国際奉仕活動を実施していないクラブがあるようです。クラブ会員

全員が参加して社会奉仕活動や国際奉仕活動を実施することにより、地域社会が豊かになります。ロータ

リーの広報にもつながります。これらに増して、クラブ会員のロータリーに対する認識が変化すると思い

ます。そして、我々のクラブではこういう奉仕活動をしているということを、自信を持って地域社会の皆

さんに話すことが出来るようにもなります。その結果は会員増強にもつながると考えられます。こうした

ことから、地区ロータリー財団委員会では多くのクラブが地区補助金を申請して頂きたいと期待している

訳です。

　　本年度の地区補助金につきましては、４月15日に締め切りました。30クラブから、27のプロジェクト

の申請が有りました。この内５クラブから初めて申請を頂きました。地区補助金の制度がスタートした

2005－06年度以降、地区内クラブの内59クラブが地区補助金を利用しました。地区内クラブの70％強に

あたります。まだ申請していないクラブは25クラブです。今迄に申請したクラブも、まだ申請されたこと

のないクラブも、次年度のプロジェクトを計画され、是非とも申請されるように期待しています。

　　より多くのクラブに地区補助金を配分したいと願っていますが、財源は３年前の皆様からの寄付金です。

地区補助金をより多く配分するためにも、地区内会員の皆さんに寄付金を願いしています。多くのクラブ

では、寄付金の目安として一人当たり100ドルとされてこられました。ここ数年の実績を見ますと、一人

当たりの寄付金は130ドル程度になっています。そこで本年度の目標を一人当たり130ドルにして頂き、

それ以上の寄付をお願いしたいと期待しています。多くのクラブが一人当たり100ドルの目標のままとさ

れておられるようです。本年度のクラブ活動計画書は既に作成されたと思いますが、是非共一人当たり

130ドルを目標として頂きたく、宜しくお願い致します。

　　2014－15年度のRIテーマは、「LIGHT UP ROTARY　ロータリーを輝かせよう」です。皆さんのク

ラブが輝くように活発な活動を実施しましょう。そして、その資金の一部としてロータリー財団の地区補

助金を申請してください。ゲイリーホァン RI会長は、一人一人がローソクを灯してください。全世界の

ロータリアンが一人１本のローソクを灯せば、120万本のローソクになります。世界中を明るくしましょ

う。と言われています。皆さんも全員でローソクを灯しましょう。

山﨑幹事

１．地区職業奉仕セミナーのお知らせ

　　日　時：10月18日（土）

　　　　　　登録：９：30　　点鐘：10：00　　閉会：12：00

　　場　所：センシティタワー23Ｆ　中国料理「東天紅」

　　　　　　千葉市中央区新町1000　TEL 050－5789－2296

　　出席者：大原会長・山﨑幹事・平山職業奉仕委員長

　　締切り：９月13日（土）必着

　　※駐車場がありませんので公共交通機関でお越しください。

幹 事 報 告



２．第38回RYLA参加者募集のお知らせ

　　日　時：10月18日（土）～10月19日（日）

　　場　所：インターナショナルガーデンホテル成田　成田市吉倉24－１

　　対象者：クラブ推薦の青少年　男子・女子（16歳～30歳）・並びにロータリアン

　　参加費：１名15,000円

　　締切り：９月30日（火）※三木証券の社員の方２名が参加の予定です。

３．第13回ロータリー全国囲碁大会のお知らせ

　　日　時：10月11日（土）

　　　　　　９：30受付　　10：00開会式　　17：00表彰式

　　場　所：日本棋院会館（東京・市ヶ谷）　主催：ロータリー囲碁同好会日本支部

　　ホスト：東京ロータリークラブ　郎六両：7,000円

４．地区米山奨学会委員会より「米山奨学生卓話」依頼について

　　10月の米山月刊にちなみ、９月～11月迄標記の卓話依頼を受け付けます。

５．ロータリー寄付推進＆補助金ニュースが届いております。回覧します

６．次週８月14日（木）の例会は「お盆休み休会」となります。

　　お間違いのないよう、次の例会は８月21日（木）となります。

　　尚、21日はガバナー補佐による「クラブ協議会」のため食事開始時間を12時～となります。

理事会報告（８月定例）

１．定款第６条第１節による、休会の取り扱い（後２回）

　　※８月14日（木）の例会はお盆休みとして認められた。又、天災等による休会は年間４回に含まれない

ことが今回の日本支局よりの連絡で判明よって後２回の例会を休会することができる。

　　　（今年度定款による休会は12月25日・５月７日のみ）

　　・後２回の休会は

　　　10月30日（木）・27年４月16日（木）の２回を定款第６条第１節により休会といたします。

２．第1800回記念例会について

　　日　時：９／18（木）

　　卓話者：パストガバナー　圡屋　亮平　様

　　　　　　テーマ　「ロータリー雑感」　卓話時間25分

　　・例会の詳細：食事開始：12時～　　点鐘：12時30分　　12時55分～卓話

　　・記念品について：伊藤プログラム委員にお任せする。

３．親睦グアム旅行の進捗状況について　

　　日　時：11／21（金）～11／27（木）

　　参加申込書を８月21日（木）の例会に配布する。

４．カンボジア視察について　日　時：２／６（金）～２／11（水）

　・予定通り標記日時で行う。今後の方針は奉仕プロジェクト委員会と検討する。

「その他」

１．ハイブリッド発電システムの各小学校への移管については、９月に入り各学校と相談の上、10月の理事

会で報告します。



◎各委員会報告

　親睦活動委員会 守屋委員長

　　11月22日～28日　親睦グアム旅行について

　　旅行会社より旅程表が出来上がりましたので２枚配布致しました。

　　11月25日12：00～タモン RCの例会に出席予定です。３泊４日の費用について、再度旅行会社と交渉

します。多くの会員の皆様へ参加をお願い致します。

　雑誌会報委員会 中村委員長

　　８月１日　第2790地区　広報公共イメージ委員会について

　　本年度よりロータリーの公共イメージと認知度向上を図るべく、今までのクラブ奉仕委員会から独立し

新設された委員会である。

　　本委員会は、ロータリーとは何であり何をしている団体かを広く社会に伝える

　　　①地元メディアを最大限に活用

　　　②各クラブから社会奉仕活動などをメディアに紹介宣伝する

　　　③地域の方々にロータリーの存在を知ってもらうよう働きかける

　　以上をまず「行動」「活動」することにより、各クラブの会員増強に繋げる

　　※ロータリーのロゴマークの使用にあたり

　　　新しいガイドラインに則って作成する。

　　　カラーもフォントも使用方法も守る。印刷物等は新しいロゴマーク・カラーを使用する事。

　　　各クラブのバナーも、今の物が無くなり次第、ガイドラインに則って作成する。

　　※プレスリリースを活用しよう

　　　プレスリリースとはマスメディアに対して情報提供をし、（無償で）報道してもらうこと。

　　　クラブの活動報告などをプレスリリースを活用して一般の方に認知して頂く。

　　　各地元マスメディアには、広報公共委員会にデータを送れば提出して頂けるとの事です。

　　※My Rotaryへ登録を推進

　　　色々な情報が見れるので、各会員に登録を推進する。

　

　　　　　　　　　　　　　　ロータリーの友を読もう　2014年８月号のみどころ

　　　　　　　　　　　　　　横組み表紙「晴天のマッターホルン」　浅香　收　氏（2640　堺南）

　　　RI指定記事

　　　　　会員増強で奉仕の仲間を増やす　Ｐ３　RI会長　黄其光（Gary C. K. Huang）氏

　　　　　８月は、会員増強・拡大月間です。黄会長は、今年度、ロータリアン自身の家族をロー

タリアンにすることを呼びかけています。



　　　Rotary　いま　……　配偶者をロータリーに　Ｐ31　今回は「配偶者をロータリーに」です。

　　　よねやまだより

　　　　　ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識　奨学金制度編　Ｐ32－33

　　　　　初回の今月は、事業概要と奨学金プログラムについてご紹介します。

　　　RI指定記事

　　　　　ロータリーを再発見。奉仕と友情の輪を広げよう　Ｐ39－46

　　　　　ロータリーの経験はクラブから始まります。社会のために役立ちたいと願う人たちが集

まるロータリーには、豊かな地域社会をつくり、世界に変化をもたらすためのリソースや

機会が豊富にあります。

　　　縦組み

　　　　　地域を変えるソフトパワー　Ｐ４－８　　十和田市現代美術館館長　藤　　浩志　氏

　　　　　未熟な状態であること、固まっていないことが、あらゆる可能性になっていきます。何

かを構築するには、こっちの方に行くべきなのではないか、という考えを持ちながらも、

常に「柔らかい状態」になりながら、何が次に起こるかわからないが、次に出てくるもの

に対して自分自身を開いていきながら、行っていくのが非常に重要なのではないかと考え

ています。

　　　わがまち・・・・・そしてロータリー　Ｐ９－12

　　　　　人が集まるところに人は集まる　イベント連射する「のぼせもん」

 文・池辺　史生　氏　　写真・佐藤　敬　氏

　　　　　「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は長崎県佐世保市

です。

　　　卓話の泉　Ｐ18－19

　　　　　時代の新潮流　コワーキングスペース・日本の医療はどうなる　二〇三〇年問題・漢字

と日本語

　S.A.A. 遠田会員

　　ロータリー徽章は国際ロータリーの象徴です。６本の輪と24の輪歯と楔穴を備えた歯車からなり色は

ロイヤルブルーと金色で、ロータリアンが襟ピンとして誇りをもって着用するものです。

　ニコニコボックスについて

　　日本においては昭和11年７月からニコニコ箱として大阪で始まって以来、現在も続けられています。嬉

しかった事や失敗した事遅刻・早退など何かにつけて BOXに善意のお金を納め、スマイル BOXともい

います。金額は自由で強制はしませんが地域社会のお役に立つ社会奉仕活動等に使用しています。スマイ

ルBOXの活用こそロータリーのシンボルと言えます。

　本日の卓話　　　　　各委員会活動計画（前回の続き）

会　計　 ……………………………………………………………………… 岡田会計

　事務局と連絡を蜜にして、クラブの財政状況及び決算報告を、最低３月単位で理

事会に報告する。従来通り、ニコニコボックスの拠金は、クラブ財政上健全化のた

めにも重要ですので会員皆様より積極的な協力を期待したい。



社会奉仕委員会　 ………………………………………………………… 長野委員長

　社会奉仕は地域の特色や求められるものによって違ってきますので、求められい

るものはなにかを考えて活動を起こしたい。

　社会奉仕活動はロータリークラブに入会する動機、または退会をおもいとどまる

理由として非常に大きな活動だと思います。活動を通して会員拡大にも繋げていき

たいと思います。

青少年奉仕委員会　 …………………………………………… 　鈴木（隆）委員長

　青少年に積極的な関心を持つことで、将来の会員候補者の育成とロータリークラ

ブの認知度を高められるように活動する。

　RYLAに参加して、地域社会の青少年の人間的・職業的な成長を支援する。

国際奉仕委員会　 …………………………………………………… 　金子副委員長

　ロータリアンとして発展途上国の人道的ニーズ満たすことを目的とし、また、異

なる国や文化の人々に対する認識を培うことを助長します。

　また東日本大震災において実行した支援活動を糧に実行可能な奉仕活動を実践す

ることを心がけます。

ロータリー財団・米山統括委員会　 ……………………………………………………………… 岡田委員長

　ロータリアンから貴重な浄財である寄付金にて運営されております。

　会員の貴重な浄財について、寄付金控除など税制上の特典及び寄付金の使途についても、会員にわかりや

すく説明してゆきたい。

ロータリー財団委員会　 ……………………………………… 　鈴木（恭）委員長

　船橋東ロータリークラブの独自の方式である毎月銀行口座へ積立金方式を活用し

てロータリー財団への寄付を効率的に、かつ負担感を最小にして行きたい。

　毎年１会員100ドルの寄付金を継続的に行こなう。

米山記念奨学会委員会　 ………………………………………………… 柴田委員長

　米山奨学事業は、ロータリーの理想とする国際理解と相互理解に努め、国際親善

と交流を深めるために優秀な学生を支援し、世界平和の創造と維持に貢献すること

を目的としています。

　今年度は中国より奨学生として、李　大維君をホストいたします。

・結婚のお祝いを頂き感謝！ 山﨑　新一

・妻の誕生祝ありがとうございました。再来週は妻の誕生祝いを兼ねてハワイに家族旅行で欠席します。す

いません。 守屋　慶隆



・妻の誕生祝をありがとうございます。先月の話ですが。 平山　雄一

・誕生祝を頂きましてありがとうございました。大台まであと数年あります。 伊藤　直子

・誕生祝を頂いて、ありがとうございました。 大家　浩明

・お誕生のお祝いを頂きありがとうございました。43歳になりました。自分の年齢を受け入れないままで

す。 高橋　純代

・バッチの着用、ニコニコよろしくお願いたします。 遠田　毅

・船橋東ロータリークラブ・・万歳！ 斉藤　守

・本日はありがとうございました。 柴田　正道

・「うまいのも会」本社で会議のため欠席させていただきます。又次回お願いいたします。 鈴木　隆男

・柴田会員へ、元気なお顔を見せてください。例会でお待ちしております。 山﨑　新一

・先週起きたら5,15時でした。すいません。飲み過ぎに注意します。 松本　健

・大原会長へ、パープレーおめでとうございます。今後私をゴルフに誘わないでくださいね。グアム旅行皆

様のご協力をお願いいたします。 守屋　慶隆

・大原会長この暑さの中でのパープレーとのことまことにおめでとうございます。あなたは凄い！守屋さん

もスコートになった！あなたも見習ってください。 相澤　友夫

・本年度活動方針と活動計画を発表させていただきました。「会計」と「財団・米山統括」報告をさせてい

ただきました。 岡田　敏男

　 ８月７日　39,000円　　累計　167,000円　今週のニコニコ BOX

８月のプ ログ ラム

８月21日　ガバナー公式訪問に備えての

 クラブ協議会

　　　　　例会開始　 12時～

　　　　　食事・終了 13時30分

　　　　　第２分区ガバナー補佐　渡部幸一様

　　　　　第２回ガバナー補佐訪問

　　28日　卓話「フライト雑感」

 JAL　元機長　沢田　隆介様

週報今週の担当　　　平　山


