
・点　鐘　木川会長

・ソング　手に手つないで�

・米山奨学生　呉 継斌 君�

・卓　話　松本光司様　大和美桜さん�

【会長報告】『ミニ卓話』

　ロータリー財団のプログラムについて。

《人道的プログラム》１）マッチング・グラント
…国際的な人道的プログラムに対する補助金。

２か国以上のロータリアンが参加する場合に

限り、ＤＤＦの場合は同額、現金の場合は半額

の補助金を授与する制度。２）地区補助金。３）

ボランティア奉仕活動補助金。４）スリーエッ

チ（３Ｈ）補助金…７７～７８年、ＲＩ理事会は保健・

飢餓追放・人間性尊重補助金の３つをＲＩ７５周

年記念事業として発足したとのこと。

《教育的プログラム》１）国際親善奨学金。２）
世界平和フェローシップ…地区内の優秀な実

業人４名を選び、ロータリアン１名が引率し

て４～６週の海外視察をプログラムする制度。

３）研究グループ交換（ＧＳＥ）。４）大学教員の

ためのロータリー補助金。５）ロータリー平

和および紛争解決研究プログラム。

�《ポリオプラスプログラム》０５年、ＲＣ誕生１００周
年までには地球上から追放する目的で出来た

制度。未だ４か国が残る。「プラス」とは、はしか・

ジフテリア・結核・破傷風・百日咳の主要伝染病。

ＷＨＯ、ユニセフと提携して進行中。

【幹事報告】

・駿河台大学１２／３外国人留学生日本語ス

　ピーチコンテスト＆餅つき大会の案内。

・ガバナー事務所より研修会出席への御礼。

・埼玉県地域防災サポート企業・事業所への

　登録をお願いします。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ

・１２／２２、２９、１／５、２６（前号参照）�

・１／１２（火）  　 １／１４（木）新年会に振替

　　　　　   　セレス所沢　点鐘１８：００�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君

　年刊『ロータリーの友』英語版の表紙を前島

会員撮影の写真が飾りました。表紙うらには

　　　　　　　　　　　として「〔和訳〕江戸幕府

が開かれて２００３年

に４００年を迎えた

ことを記念しての

お祭りが毎年行わ

れている東京の街

で、このたび家康

の山車（川越から来

た）のうしろに飯能

原町の山車が登場、

ねり歩きました」と

のレポートが掲載。

おめでとうござい

ました（拍手）。�

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　会長より呉君に奨学金を授与します（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

【出席報告】

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１１／２４（日高）田辺君

　
【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・飯能ＲＣの皆様、本日はお世話になります。財団奨学候補生の

　大和美桜さんです。よろしくお願い致します。松本光司様�

・前島さん、『ロータリーの友』海外版の表紙に素敵な写真

　が載りましたね。おめでとうございました。神田（敬）君�

・結婚記念祝、有難うございました。萩野（映）君�

・フラワーアレンジメントが結婚記念日をは

　なやかにしてくれました。　　　　雨間君�

・結婚３８周年を迎える事が出来ました。妻

　の還暦祝、有難うございました。　田辺君�

・入会して３年になりました。　　小久保君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退。森君、細田（吉）君、石井君、小崎君、服部君、小川君�

本日計３４，０００円、累計額５５１，１２３円。

◎２日例会当番は山岸会員、矢島（高）会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　  吉田（健）ロータリー財団委員長

『友』１１月号掲載の第２７８０地区制作の冊子

「わかりやすい財団」に従ってお話します。余

剰金のある時期はロータリーレートを見計ら

ってご寄付頂ければメリットがあるのかなと

考えます。シェアシステムによる財団寄付金

の使用の流れですが、年次寄付、恒久基金、ポ

リオプラス等のうち、年次寄付は全額が３年

後にＤＤＦという形で５０％が地区に戻り、恒久

基金は収益のみが使用されます。地区の現況

は年次寄付２７万５千＄、恒久基金４万６６６＄。

この２つが３年後に使用されるわけです。加

藤年度でお願いしているのは年次寄付１３０、

使途指定５０、恒久寄付２０の計２００＄。ポリオ

プラスはご存知のようにチャレンジ寄付金と

いう形で２億＄が要請されていて現在１億＄

が集まったようです。地区合計８万２２００＄、

日本の合計４６４万３千＄。２０１２年６月まで

にあと１億＄。よろしくお願い申し上げます。

厳しい投資規定に従い約８億＄を使って財団

は資産運用していますがリーマンショックの

影響で０８―０９年度は１億６４００万＄のマイナス。

ちなみに昨年度は４４３０万＄のマイナス。０６―

０７年度は１億５８０万＄の黒字でした。６年間

のトータルではまだ黒字ですがマイナス傾向

はあと３年は続くとの予測。従って恒久基金

の投資収益から使用される３年後の地区ＤＤ

Ｆは０９―１０年度

３１万＄、１０―１１

年度４万６５９７

＄、１１―１２年度

１３万７５７０＄、

地区合計が現在

４９万４３３８＄。

加藤年度、既に４名が海外留学しており一人２

万５千＄、計１０万＄が４９万４千＄から引かれる

わけで、あと地区補助金２万４千＄を計上し

ており既に残りが１万＄位。小池部門委員長

等はポリオのチャレンジ寄付金等が不足する

場合、地区ＤＤＦを使って補填するようです。

今年度、候補生の募集は４名程になる見込み。

加藤年度は２万６千＄を予定しており今年度

より１千＄増えます。日本の国際親善奨学生数

は１学年度制７７名、マルチイヤー（２年）制

５４名、３（６）か月の文化研修１２名、計１４３名。

世界平和フェローシップに地区初で合格した

熊谷の金子さんは２月から豪州・クイーンズ

ランド大学に２年間留学することが決まりま

した。日本からは２０番目の合格者。ロータリ

ーカード新規加入もお願いしたいと思います。

大和さん／ゼミではドイツの歴史教育を学ん

でいて今はナチス時代の教育について勉強中。

また、大学から空手を始め今は黒帯をしめて

稽古に励んでいます。何度かドイツに行った

ことがあるのですが空手は日本を代表するス

ポーツとしてドイツではメジャー、空手をや

っていることに誇りが持てました。留学した

らロータリーの方達にも空手を教えたいです。

１１／７・８産業まつりに坂戸さつきＲＣが出店

していて１日だけお手伝いに行きました。例

会に出席させて頂いたり最終例会でお食事を

したり、いつもお世話になっておりますが、そ

の日も温かく私を迎え入れて下さいました。

一緒に焼きそば、豚汁、コーヒーを売って楽し

く働き貴重な体験をさせて頂きました。坂戸

に住みながら産業まつりに行ったことが無か

ったので、ＲＣの皆さんが出店していなかっ

たらこれからも行くことは無かったと思いま

す。私は坂戸市についてもっと知りたいと思

うようになりました。たくさんの飲食業の方

や大学生、商工会の方の参加、ダンスクラブや

少林寺拳法のステージもありました。坂戸市

が一つになってこんなに盛り上がっていると

は思っていなかったので、坂戸に住んでいて

良かった、ＲＣでお世話になることになって

良かったと思いました。１２月はクリスマス

会の外、松本さんや顧問ロータリアンの方達

と歌舞伎鑑賞に行きます。歌舞伎を見てみた

いと言ったら誘って下さったのです。ＲＣと

関わることが出来、毎日が幸せです。留学した

らＲＣの皆さんのことを伝えたいと思います。

２０１０～１１年度Ｒ財団国際親善奨学生
派遣候補生
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少林寺拳法のステージもありました。坂戸市

が一つになってこんなに盛り上がっていると

は思っていなかったので、坂戸に住んでいて

良かった、ＲＣでお世話になることになって

良かったと思いました。１２月はクリスマス

会の外、松本さんや顧問ロータリアンの方達

と歌舞伎鑑賞に行きます。歌舞伎を見てみた

いと言ったら誘って下さったのです。ＲＣと

関わることが出来、毎日が幸せです。留学した

らＲＣの皆さんのことを伝えたいと思います。

２０１０～１１年度Ｒ財団国際親善奨学生
派遣候補生

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 矢島（巌）君、吉田（武）君

“ THE  FUTURE  OF  ROTARY
　　    　　  　　   　　IS  IN  YOUR  HANDS ”

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

第２３６４　例会
１２月９日（２、水）
当番　吉田（行）君、吉澤君

ク ラ ブ 協 議 会

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

ロータリー財団月間にちなんで

松本光司（みつじ）様Ｒ財団奨学学友委員長 （坂戸さつきＲＣ）

（獨協大学）大和美桜さん


