
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　加藤職業奉仕委員長
・卓　話　田辺 實会員

【会長報告】
　２日、３年未満の会員を対象とした炉辺会談は
講師の中里（昌）クラブ戦略計画委員長、土屋ロー
タリー情報委員長、田辺、髙橋委員、新井クラブ
奉仕委員長、矢島（巌）、吉田（健）委員よりお話を頂き
親睦会も和やかに開催された事をご報告致します。

【幹事報告】
　本日、第６回理事会にて第５回議事録、１月のプ
ログラム承認。年次総会概略の報告。１２／１４上半
期クラブ協議会を欠席される委員長は代理の方を
ご報告下さい。歳末たすけあい募金の報告。「手続
要覧」全会員購入承認。第３回会長幹事会、新入会
員用パンフ、同仁学院様の件、報告がありました。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・１２／２０（火） 夜間移動例会
・１２／２７（火） 定款規定により休会
◇新所沢ＲＣ
・１２／６（火）　振替休会（１２／１０忘年会）
・１２／１３（火） 例会取消（細則５－２）
・１２／２７（火） 例会取消（定款１－ｄ－５）
◇入間南ＲＣ
・１２／２０（火） クリスマス家族会　点鐘１８時半
　　　　　　 例会場「ＴＨＥＴＡ　ＭＵ」に変更
・１２／２７（火） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）

【委員会報告】
◎社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　福島君
　先日卓話頂いた関根様（同仁学院）より大野（泰）委
員長を通して後援会入会のお願いがありました。
私か大野委員長が手続き致しますのでよろしくお

願いします。個人会員１口１千円、法人会員１口
３千円／年です。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　五十嵐君
　１１／２０（日）飯能グリーンＣＣにて親睦ゴルフコン
ペ。１２月「クリスマス家族会」はご家族も参加出来
ます。ご相談の上、ご参加よろしくお願い致します。
◎幹事　　　　　　　　　　　　　　　　市川君
　１１／１５（火）日高ＲＣ４０周年記念式典には飯能か
ら５０名程が出席予定です。

【出席報告】無届欠席２・ＭＵなし 永安寺出席向上委員

【結婚・誕生日祝】　　　　　 鳥居親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　山川君、吉島君
◇結婚記念日おめでとう
　伊澤君、田辺君、新井（景）君、和泉君、島田君
　土屋君、中山君（両親）、細田（吉）君、細田（伴）君
　安藤君、本橋君、沢辺君
◇会員誕生日おめでとう
　大崎君、吉田（武）君、山口君
◇夫人・お母様の誕生日おめでとう
　細田（伴）夫人、内沼夫人、馬場夫人
　新井（景）夫人、田辺夫人、大附夫人、中山君（母）

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　新井君、細田（伴）君、沢辺君、島田君
　　　　　　本橋君、土屋君、伊澤君、細田（吉）君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。　新井君
　　田辺君、細田（伴）君、内沼君、大附君、馬場君

・田辺パスト会長、卓話有難うございます。よろ
　しくお願いします。　　　　　大附君、本橋君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　吉島君、山川君
・早退します。　　　　　　　　　　　　吉島君
・永い間、会頭職として皆さんには大変お世話に
　なり有難うございました。吉田（行）新会頭にも
　私同様のご支援をお願いします。　 矢島（巌）君
・誕生日お祝い有難うございました。　　大﨑君
本日計７４，０００円、累計額３３８，０００円。
◎３０日例会当番は神田、川口会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　島田ロータリー財団委員長
　１１月は「ロータリー財団（以下、財団）月間」
です。一方的な研修にならないよう、当クラブで
一番財団に詳しい田辺パスト会長より、財団のし
くみや飯能の現状についてお話を頂きます。
　

　
　２回目の財団委員長の時、「地区補助金」をクラ
ブとして５０年以上申請していない事に気づき、
申請する事にしたのですが、前年度に財団セミナー
への出席義務（毎年２月）があり、５月末が申請締切
りだったため、私は次年度の財団委員長に申し送
りをして、次年度に「地区補助金事業」の申請をし

「サッカー大会」を開催しました。補助金１千ドル
（１０万円）は支給されましたが、総費用が１３０万円
となり、クラブが多大な負担をする結果となりま
した。それを踏まえ、翌年の私の会長年度からは

「地区補助金事業」の定着化を進め、全額補助金の
みで行う「飯能ＲＣ杯」中学生卓球大会、スポーツ
少年団野球大会を開催。本年度も青少年奉仕、社
会奉仕委員会の事業として行われ、青少年の育成
に貢献しております。
■設立　財団は１９１７年、アーチ・クランフによっ
て提案され、２８年の国際大会で「ロータリー財団」
と名づけられました。そして８３年、米国イリノイ
州で「非営利財団法人」となります。
■財団の定義　ＲＣおよび地区を通じて実施される、
承認された人道的および教育的活動を支援するた
めに寄付を受け、資金を分配する非営利団体。
■財団の使命　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、平和を達成出来るよう
にすること。
■ビジョン声明（２０１７）　私達ロータリアンは、
世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持
続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り
合って行動する世界を目指しています。
■優先項目　①ポリオ根絶　②〈６つの重点分野〉
での奉仕活動の持続可能性を高める　③地区財団
活動資金の全額活用　④恒久基金への冠名基金設
置のための寄付と誓約の奨励
■補助金受領資格の指針　財団補助金を活用する
全ての活動は以下に該当する必要があります。 
①財団の使命に関連していること。②ロータリアン
が積極的に参加すること。③財団またはＲＩに対
し、補助金の支給金額を支払うこと以外に何の責
任も負わせないこと。④米国および補助金の実施
地の法律を遵守し、害を与えないこと。⑤実施に先
立って財団により審査され、承認されていること。
■地区補助金　財団の使命と一致する奨学金、旅
行、プロジェクトに充てるために、シェアシステ

ムにより地区に一括で支給
されるもの。
■グローバル補助金〈６つ
の重点分野〉のうち少なく
とも１つに関連する奨学
金、職業研修チーム、プロ
ジェクトのために授与され
るもので、地域社会のニー
ズに基づき、その成果が測
定可能、持続可能なもの。
■ポリオプラス ８５年に開

始。世界ポリオ根絶推進活動のパートナー団体と
２５億人以上の子どもに予防接種を行い発症数は
９９．９％に減少。２０１７年、アトランタ国際大会で
は３年間で１億５千万ドルの寄付を約束しまし
た。ポリオを根絶しない限り、１０年以内に発症数
は年２０万件に上ると予想されています。常在国
は３か国ですが発症がある限り感染の危険は世界
中の子どもに及ぶことになります。ポリオフリー
となった国にウイルスが流入しないようにする必
要もあります。高リスクの国 （々最高６０か国）では
今も大規模な一斉接種が行われ資金が必要となっ
ています。全ての子ども達がポリオに怯えず暮らせ
る日が来るまで活動を止めるわけにはいきません。
■ロータリー平和センター　世界平和と紛争予防
の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的
ネットワークを築いています。平和フェローシッ
プには授業料・入学金、滞在費等の費用が含まれま
す。毎年１００名までのフェローが選ばれ、国際
関係、平和関連分野での博士号取得、また「専門
能力開発修了証」取得のため提携大学で学んでい
ます。創設から１０年余、１千人以上の人材を輩出
し、多くが国際機関やＮＧＯ等で活躍しています。
■シェアシステム　年次基金シェアへの寄付は

「地区財団活動資金／地区が使途決定」「国際財団活
動資金（ＷＦ）／財団管理委員会が使途決定」に分けら
れ、配分は４７．５％ずつ（運営費５％）。寄付金は３年
後に使用可能となります。ただし恒久基金は元本
は使用せず積立て、収益のみＷＦに加算されます。
■寄付目標（１人当たり）年次基金５０ドル、ポリ
オプラス基金３０ドル、恒久基金３０ドル、計１１０
ドル。個人寄付の年次基金１００ドルを含め、合計
２１０ドルの目標が設定されています。
■飯能ＲＣの寄付実績　２１年度１８９ドル、２０
年度２３２ドル（２０年振りの達成）、１９年度１３８
ドル、１８年度１４５ドル。地区５０クラブで毎年
ワースト記録を更新していました。これは個人寄
付１００ドルが達成されない事が原因です。
　会員７０人ですので７千ドル、７人が１千ドルの
特別寄付をする必要があります。個人寄付は義務
ではなく権利なのです。「世界でよいことをしよ
う」をスローガンに財団は活動します。飯能ＲＣ
会員が５年に１回１千ドルの個人特別寄付を行う
ことで地区目標は達成出来るものと思われます。
■認証　寄付者に分かり易い形で寄付に感謝し、
着用出来るピン等を贈ります。
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行、プロジェクトに充てるために、シェアシステ

ムにより地区に一括で支給
されるもの。
■グローバル補助金〈６つ
の重点分野〉のうち少なく
とも１つに関連する奨学
金、職業研修チーム、プロ
ジェクトのために授与され
るもので、地域社会のニー
ズに基づき、その成果が測
定可能、持続可能なもの。
■ポリオプラス ８５年に開

始。世界ポリオ根絶推進活動のパートナー団体と
２５億人以上の子どもに予防接種を行い発症数は
９９．９％に減少。２０１７年、アトランタ国際大会で
は３年間で１億５千万ドルの寄付を約束しまし
た。ポリオを根絶しない限り、１０年以内に発症数
は年２０万件に上ると予想されています。常在国
は３か国ですが発症がある限り感染の危険は世界
中の子どもに及ぶことになります。ポリオフリー
となった国にウイルスが流入しないようにする必
要もあります。高リスクの国 （々最高６０か国）では
今も大規模な一斉接種が行われ資金が必要となっ
ています。全ての子ども達がポリオに怯えず暮らせ
る日が来るまで活動を止めるわけにはいきません。
■ロータリー平和センター　世界平和と紛争予防
の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的
ネットワークを築いています。平和フェローシッ
プには授業料・入学金、滞在費等の費用が含まれま
す。毎年１００名までのフェローが選ばれ、国際
関係、平和関連分野での博士号取得、また「専門
能力開発修了証」取得のため提携大学で学んでい
ます。創設から１０年余、１千人以上の人材を輩出
し、多くが国際機関やＮＧＯ等で活躍しています。
■シェアシステム　年次基金シェアへの寄付は

「地区財団活動資金／地区が使途決定」「国際財団活
動資金（ＷＦ）／財団管理委員会が使途決定」に分けら
れ、配分は４７．５％ずつ（運営費５％）。寄付金は３年
後に使用可能となります。ただし恒久基金は元本
は使用せず積立て、収益のみＷＦに加算されます。
■寄付目標（１人当たり）年次基金５０ドル、ポリ
オプラス基金３０ドル、恒久基金３０ドル、計１１０
ドル。個人寄付の年次基金１００ドルを含め、合計
２１０ドルの目標が設定されています。
■飯能ＲＣの寄付実績　２１年度１８９ドル、２０
年度２３２ドル（２０年振りの達成）、１９年度１３８
ドル、１８年度１４５ドル。地区５０クラブで毎年
ワースト記録を更新していました。これは個人寄
付１００ドルが達成されない事が原因です。
　会員７０人ですので７千ドル、７人が１千ドルの
特別寄付をする必要があります。個人寄付は義務
ではなく権利なのです。「世界でよいことをしよ
う」をスローガンに財団は活動します。飯能ＲＣ
会員が５年に１回１千ドルの個人特別寄付を行う
ことで地区目標は達成出来るものと思われます。
■認証　寄付者に分かり易い形で寄付に感謝し、
着用出来るピン等を贈ります。

ロータリー財団の現状について

田辺 實 会員

（月間テーマ　家族月間）

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

前 島 君
本 橋 君

加 藤 君
木川（泰）君

［会長・幹事］

［親睦活動］

小谷野（大）君
増 島 君

［会長・幹事］

例会取消（定款による）

クリスマス家族会
点鐘１８時

年　次　総　会

クラブ協議会
【雑誌紹介】

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

飯能ＲＣ


