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ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』
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第２０５0 回例会

【
【ロータリーソング斉唱】我らの生業
【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】
2015－16 管理運営部門クラブ活性化副委員長
下 和雄様
2016-17 地区副幹事
染谷宗一様
一般社団法人越谷青年会議所
副理事長
出口 昇様
社会開発委員長 橋本哲寿様
米山記念奨学生

スヌワル・ディペンドラ君

Surabaya
Jembatan
Merah RC より
GG1526047 の
記念楯を頂きました
その報告をさせて頂きます。
この後、
３月に韓国を訪問致しました越谷南高校の生徒さん、
また本年度地区クラブ管理部門クラブ活性化委員の下さんの
お話がありますので、今日の御挨拶は以上で終わります

【幹事報告】

遠山幹事

【点鐘】
【会長あいさつ】

中島会長

皆様こんにちは本日はお客様が大勢いらっしゃっております
ので、会長の話は次回にお話をしたいと思います。
本日、用意をしていたのは先日久木野会員が四国の愛媛県に
行ったとの話を、聞きまして「坂の上の雲」で有名な秋山兄
弟のお話をと考えておりました。来週にお話をさせて頂きま
す。皆様にお伝え事項で、先日、台中扶輪社との合同でスラ
バヤの方に医療用の車を寄贈致しましたが、その事業が完了
致しました。＄1000 余り、2987/人ほどですが記念の楯
をスラバヤロータリー初代会長がわざわざ、吉田ＤＰＧの方
に届けて頂きました。

交換留学生の紹介
名前 Dulce Mariana Palacios Arreola
マリアナ
ニックネーム
キャンディー
性別
女性
国籍
メキシコ
住まい
タバスコ州 ヴィラヘルモーサ
生年月日
平成 12 年 10 月 17 日 15 歳
成績
クラス 27 名中 4 番 優秀
母国語
スペイン語ですが、
英語はレベル 10 ですのでペラペラ
趣味
読書 音楽鑑賞
両親、
共にロータリアン
容姿
161cm 48kg 痩せ型 顔はメキシカン

【委員会報告】
米山記念奨学生紹介
奥野 委員長

【卓話】
スヌワル・ディペンドラ君
2015－16 管理運営部門クラブ活性化副委員長
下 和雄様（大宮シティＲＣ）

次年度米山記念奨学委員長兼カウンセラー 深井会員

《 卓話 》

【ビジター紹介】
一般社団法人越谷青年会議所
副理事長
出口 昇様
社会開発委員長 橋本哲寿様

障がい者就労と地域おこし、案内
5 月 14 日（土）
越谷サンシティホール 1Ｆポルティコホール
13：30～16：10 300 名（先着順）

大宮シティＲＣの下です。本年度は地区管理運営部門のクラ
ブ活性化委員会に出向させて頂いております。
7 年位前に地区補助金委員長時代におじゃまして以来の訪問
です。
本日は貴重な時間を頂戴してＲ財団のお話をさせてもら
いに参りました。
卓話の前に 1 月急逝しました私のクラブの濱野パストガバナ
ーの葬儀に際し、こちらのクラブの大勢の会員の方々にご会
葬賜ったことに対しまして改めまして厚く御礼申し上げます。
さて本日はこちらの染谷次年度地区幹事さんのお声がけでお
じゃまさせていただきました。
次年度浅水ガバナーを輩出する創立４２年目の名門越谷南Ｒ
Ｃさんで卓話の機会を頂けた事に感謝申し上げます。
本年度私の所属している管理運営部門は「地区とクラブの
奉仕活動のお役に立つための部門」で、財団部門はその「奉
仕活動を行うための寄付を頂戴しそして３年後の戻ってくる
ＤＤＦを使って奉仕活動（ポリオ・奨学金・地区補助金・Ｖ
ＴＴ等）をして頂くクラブのお手伝いをする部門」です。
こちらのクラブには吉田パストガバナーや地区補助金時
代にお世話になりました岡田さんや、次年度管理運営部門に
出向して頂きお世話になります中島会長さん他大勢の知り合
いがいらっしゃいます。長澤次年度副幹事さんにはいつもご
無理なお願いをさせて頂いております。中村次年度副幹事さ
んにはＰＥＴＳの際大変お世話になりありがとうございまし
た。
お配りした資料は昨年１１月の財団月間で私の所属クラブの
大宮シティで「クラブ財団セミナー」をやらせていただいた
時の資料です。
お配りした資料（クイズ）をご覧下さい。→説明
これからの財団は「グローバル補助金」を推進していくこと
です。
ロータリー財団の理解無くしてロータリーを語ることは出
来ません。
好奇心を持つ人と勉強する人は年を取りません。いつまでも
若いです。

ロータリーに卒業もありません。賞味期限もありません。
ロータリーは噛めば噛むほど味が出てくるものです。
「俺が俺がのがを捨てて お陰お陰のげで生きよ」感謝と感
動のロータリーライフを皆様と一緒に歩んで参りたいと思っ
ております。
「学べども 奥深しロータリー されど楽しき ロータリラ
イフ」本日はありがとうございました。

ロータリー財団クイズ
米国イリノイ州の法令下のもと非営利財団法人となっ
た。
１． ロータリー財団の最初のプログラムは何だったでしょ
うか？
国際親善奨学金です。1947 年にポール・ハリスが逝去
されてから、世界中のロータリアンから７０か国３０万
人以上のロータリアンから 130 万ドル以上の寄付が寄
せられ
最初のプログラムが国際奨学金でした。
日本人最初の国際親善奨学生は 1950 年に米国コーネル大学
で学んだ清水長一氏で、２一目ロータリー財団の父は誰でし
ょうか？
元ＲＩ会長のアーチＣ／クランフがアトランタの国際
大会で「全世界的な規模で慈善・教育。その他社会奉仕
の分野でより良きことをするために基金を作ろう」と提
唱した。
２． ロータリー財団はいつ始まったでしょうか？
１９１７年にアーチＣ／クランフが上記の提案をした
ことに始まる。
1928 年にミネソタ州ミネアポリス国際大会で「ロータ
リー財団」と名付けられ、1983 年にが元国連難民高等
弁務官の緒方貞子さんでワシントンのジョージタウン
大学で勉強されました。
３． ロータリー財団の「標語」は何でしょうか？
「世界で良いことをしよう」です。
５．
「未来の夢計画」について知っていることを述べてくださ
い。なぜ「未来の夢計画」だったのか？
従来、
「教育的プログラム」が主流だったロータリー財
団が次第に人道的支援が財団の奉仕の主流になってき
ました。
マッチング・グラント（人道的プロジェクト）の山に埋
もれる毎日となった 2005 年に財団プログラムをもっと
簡素化しようということで管理委員会が「未来の夢計画」
を開始したのです。そして大きなプロジェクトをＲＩで
は推奨していくことになったのです。
６．
「未来の夢計画」の目的は何だったのでしょうか？
①簡素化②大きなプロジェクトに焦点を絞る③世界
と地元の両方の目標を果たすプログラムの提供・開発
④意思決定を地区に移行する。
（自分たちの財団を浸
透させる）
⑤ロータリーの公共イメージを高める
７． ロータリー財団１００周年はいつでしょうか？
２０１７年

８． ポリオ撲滅の活動はいつ始まったでしょうか？
１９８５年に２５億人以上の世界中の子供達に予防接
種を与えるために始まった。
９． 撲滅に要する資金はあとどのくらい必要だと思います
か？
既に、ロータリーは、2013 年までに１３億ドル以上を
寄付（日本からも 2,278 クラブ
88,600 人のロータリアンから約１億ドル）してきまし
た。撲滅に要する
資金はあと 55 億ドルと言われています。確保できてい
る資金は 40 億ドルです。
１０．ポリオ常在国はどこの国でしょうか？（３か国です）
アフガニスタン３（６）パキスタン２４（８２）ナイ
ジェリア０（３）
（ ）内は 2014 年１月から６月まで
インドは症
例が無くなりました。

１１．2013 年から世界で一斉に新しい補助金制度が始まりま
したが新しい補助金は何と何に分けられるでしょう
か？
地区補助金とグローバル補助金です。
（詳しくはパッ
ケージ・グラントがありますが）
１２．地区補助金はどういう形で地区に戻ってくるでしょう
か？（何と何の寄付が何年後にどういう名目で戻って
くるのでしょうか？）
（ちなみに皆さんから寄付していただいている寄付の名
前は、年次寄付・ポリオプラス寄付・恒久基金があり
ます）
年次寄付と恒久基金の運用益の 50％が３年後にＤＤ
Ｆ（地区財団活動資金）として戻ってきます。
１３．地区に戻ってきたＤＤＦ（地区財団活動資金）は地区
でどういう風に分けられるのでしょうか？（地区補助
金に何％、グローバル補助金に何％とか？）
地区補助金 50％以下 グローバル補助金 50％以上
１４．シェアシステムとは何のことでしょうか？
ロータリアンの皆さんから寄付頂いた年次寄付と恒久
基金の運用益の 50％がＤＤＦとして地区に戻ってき
ます。残りの 50％はＷＦ（国際財団活動資金）として
ＴＲＦ（ロータリー財団）にプールされます。これを
シェアシステムといいます。
ＷＦはグローバル補助金や平和フェローそして大き
な人道プロジェクト等に使われます。
１５．グローバル補助金について知っていることを述べてく
ださい。
大きなプロジェクトに使われる補助金です。
６つの重点分野の一つに該当しなければ使えません。
３万ドル以上のプロジェクトに使えます。
グローバル補助金を使うとＷＦから資金が提供され
ます。
１６．グローバル補助金はどんなプロジェクトに使えるでし
ょうか？
大規模な国際的人道プロジェクト、職業研修チーム
（ＶＴＴ）
、奨学金等に使えます。

１７．グローバル補助金を使うための条件にはどんなものが
あるでしょうか？
①６つの重点分野の一つに該当しなければ使えませ
ん。
②３万ドル以上のプロジェクトに使えます。
③持続可能かつ測定な成果をもたらすこと
④相手国にロータリークラブがあること
１８．グローバル補助金を使うメリットは何でしょうか？
ＷＦから資金が提供されること。
（地区のＤＤＦに対し 100%の同額。現金拠出に対し
50％上乗せして提供してくれます。
）
１９．グローバル補助金を使うためにはクラブは最低いくら
拠出金を用意しなければいけないでしょうか？（地区
で決められた基準があります。
）
３，０００ドル（地区で基準を定めています。
）
（相手
国は１，０００ドル）
２０．グローバル補助金を使うための条件に「６つの重点分
野」の一つに当てはまることとありますが、
「６つの
重点分野」とは何でしょうか？
① 平和と紛争予防/紛争解決②疾病予防③水と衛生
④母子の健康⑤基本的教育と識字率向上⑥けい
ざいと地域社会の発展…ロータリー財団の使命
と関連性有り

２１．地区補助金とグローバル補助金に参加するための手続
きもしくはやらなければならに事とは何でしょう
か？
地区は「地区の覚書（ＭＯＵ）
」に記載された財源と
資金管理の要件を満たすことに同意すること。そして
「補助金管理セミナー」を実施し補助金を受領希望す
るクラブに受講させること
２２．奨学金は地区補助金を使ってもグローバル補助金を使
っても留学できますが、その違いは何だと思います
か？支給金額はそれぞれいくらでしょうか？
地区補助金を使う場合学業レベル（学部でも大学院で
も可）
、学業期間、専攻分野に制約が無い。地元でも
海外でもいい。支給額は地区で基準を 24,000 ドルに
決定
グローバル補助金を使う場合は海外の大学院で６つ
の重点分野の一つに該当する専攻分野でなくてはい
けません。
支給額は 30,000 ドル以上
（徳星君は 48,000
ドル）
２３．平和フェローはいつ設立されたでしょうか？
２００２年
２４．資格条件の中で特に難しい条件があります。それは何
だと思いますか？
一番難しい条件は関連分野で合計３年間の職歴を有
することというのが有ります。もう一つは第２外国語
に堪能であることというもの有ります。
２５．平和フェローが入学して勉強する大学の中に日本の大
学があります。
それは何という大学でしょうか？
国際基督教大学（三鷹）です。

２６．ＶＴＴとは何でしょうか？
専門職業人のグループが海外に行って、現地の職業人
にスキルや知識を学んだり、現地の職業人にスキルや
知識を提供することです。
以前のＧＳＥ（研究グループ交換）は交換で「国際親
善」を目的として職業風景を見学して視野や見分を広
めるというものでしたが、ＶＴＴは即戦力が求められ、
自分の職業スキルや知識を生かして奉仕に参加する
機会を持つことが期待されています。
即戦力が求められるので、メンバーは若いメンバーに
限りません。年齢制限が無いわけです。要するに「国
際親善」からまさに「職業研修」に変わった。そして
交換が無くなったということです。
【スマイル報告】
※７年ぶりの訪問になりますが宜しくお願いいたします。
顔見知りが多く自分のクラブのようでした。下 和雄様
※下様卓話ありがとうございました。中島会長・
赤松会員・海野会員・木村会員・金野会員・加藤会員
石塚会員・石川会員・池田会員・奥野会員・飯泉会員
石野会員・石田会員・吉田会員・中野会員・岡田会員
岩淵会員・長澤会員・瀬尾会員・染谷会員・小山会員・
大熊会員・水町会員・深井会員・久木野会員
仁多見会員・田中（由）会員・中村（直）会員・
中村（幸）会員・神谷会員
※青少年のベラが 17 日から仁多見さんにお世話になりま
す。宜しくお願いします。 遠山幹事
※先週財布忘れてスマイルできなかったので、今日入れまし
た。
水町会員
※雨の中多数出席ありがとうございます。 田中誠会員
※ディぺ君ようこそ、これからよろしくね。中島会長
※出口さん橋本さんようこそ。
越谷南クラブ入会待ってます。
染谷会員
※本日公証人と共に○○病院に出向き、死を目前の老人に遺
言の作成に立ち合います。 赤松会員
【出席報告】
例 会 日
会 員 数
出席免除者
出 席 率
MU 修正率

平成２8 年 4 月１4 日
５4 名
出席
３2 名
1４名
欠席
22 名
64％
前々回
７ 名
MU
73.5％
会報担当：石川
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【姉 妹 ク ラ ブ 】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日 】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

