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《本日のプログラム》11 月 7 日 12：30

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

普 通 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

ロータリー財団月間プログラム(次年度理事・役員選告示)

会長 加納 則好

《次回のプログラム》 11 月 14 日 12：30

幹事 小泉 和史

■クラブ事務所■

普 通 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

ゲスト卓話(山田 和弘様)

TEL(0154)23-6175

FAX(0154)23-6123

2011 年 11 月 7 日(月) 第 15 回 通算１９
通算１９4
１９40 回
【点鐘】 加納会長
【ロータリーソング斉唱】 「国歌」
・
「奉仕の理想」 ソングリーダー：石川 会員

【会長挨拶】 加納会長
さて、今日の例会ですが、今月はロータリー財団月間であります。ロータリー財団、この正
式名称は、国際ロータリーのロータリー財団ということです。その使命は、「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。」とあります。今日は、2500 地区、ロータリー財団委員会、
GSE 委員長の福井克美氏をお招きし、ロータリー財団、その活動についてご講話をいただきます。本例会を通じまし
て、ロータリー財団を身近に考えてみてはいかがでしょう。
早いもので今年も残すところ、あと 2 ヶ月となり、クラブも今年度がスタートして 4 ヶ月が経ちました。今日はクラブ細
則第 3 条第 1 項による、次年度役員選挙の告示を行います。12 月 5 日の年次総会において会長ノミニーの選挙を行
います。立候補の締め切りは 11 月 30 日とします。
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【幹事報告】 小泉幹事
１． 釧路更生保護女性連盟、釧路更生保護女性会様から東日本大震災復興応援上映会
11 月 20 日(日)に映画『エクレ－ル・お菓子放浪記』の特別鑑賞券が西クラブ宛てに届い
ております。購入される方がおりましたら幹事までご一報下さい。一般 1,000 円 小中高
800 円となっておりますので宜しくお願い致します。
２． 来年 2012 年バンコクで行われる RI 国際大会と参加旅行の案内が届いております。
３． 北海道釧路赤十字血液センタ－から 11 月 1 日(火)に実施いたしました献血ご協力のお
礼案内が届いております。
４． 近隣クラブよりプログラムが届いております。

【委員会報告】

○広報委員会
加藤委員長
ロータリーの友 紹介
横組みＰ14～16、P41～48 縦組みＰ24(宮崎北 RC)
○地域発展委員会 佐久間委員長
11 月 1 日献血協力のお礼
○親睦活動委員会
高木親睦委員長
「ニコニコ献金内訳」
☆本人誕生
佐藤 和彦 会員
中川 陽市 会員
☆奥様誕生
大場 恵治 会員
☆結婚記念
鶴田 曠貴 会員
八村 弘英 会員
加藤 精二 会員
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【本日のプログラム】

担当 国際奉仕

●ロータリー財団月間プログラム
≪GSE 委員長 福井 克美 様≫
皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきました釧路南ロータリークラブの福井克美
と申します。どうぞよろしくお願い致します。 皆さまには、GSE 委員の時から色々お世
話になりましてありがとうございます。特に西クラブさんには本当にあたたかいホーム
ステイなどで大変お世話になっておりまして、派遣で来られた皆さんが楽しい思い出
を作って、本当に良かったと帰られております。残念ながら GSE も未来の夢計画という
お話の中でありましたけれど、ロータリー財団が 2017 年に 100 周年を迎えるのですが、
財団自体が細かい補助金の数が膨大に増えて、処理が大変ということから財団の簡素化が主な目的で、未来の夢計
画という発想が出てきたのです。
最初におさらいとして財団についてお話をして、そのあとに寄付金の種類とか流れとか、お金を集めることについて
は今まで通りやりますので、ぜひ理解して協力していただきたいと思います。問題は、補助金の部分ですね。そちら
のほうが未来の夢計画ということで、新地区補助金、グローバル補助金という形で新しくできたんですね。そちらにつ
いて説明させていただいたあとに、GSE をもう一回振り返って GSE の 3 ヶ所位の事例を写真で見ていただいて、最後
に GSE が VTT といって研修チームに変わりますからそのお話をさせていただきたいと思います。結果的に皆さんが
財団について少しでも理解を深めていただいて、財団へ協力しようという気持ちになっていただければ幸いです。
「ロータリー財団月間に因んで」
11 月はロータリー財団月間です。皆さんに財団について少しでも理解を頂き、ご協力を呼びかけて行く月間です。
◎財団の始まり
1917 年に RI 会長アーチ C・クランフがアトランタの国際大会で「ロータリーが何か良いことをしよう」と呼びかけて、
1928 年に正式にロータリー財団として発足。最初はあまり基金が集まりませんでしたが、1947 年にポール・ハリスが逝
去されたのをキッカケに、国際ロータリーに相次いで寄付が寄せられました。これにより国際奨学金が創設されました。
財団は、ポールの記念基金を設け、現在までに総額 10 億ドル以上となっています。
◎ロータリー財団の標語・使命
財団の標語は、「世界で良いことをしよう」です。財団の使命は、世界中の人々の「健康状態の改善、教育への支援、
貧困の救済、平和の達成」です。
◎財団の三大プログラム
財団の基本的な三大プログラムを要約すると、一つに人道的プログラムで、地域補助金で DDF(地区財団活動費)の
20％を上限に行われます。二つに教育的プログラムで、国際親善奨学金、GSE(研究グループ交換)等です。三つに
ポリオ・プラス・プログラムです。1984 年から始まり世界からポリオ(小児麻痺)を撲滅しよういう大規模な活動です。
◎ロータリー財団への支援・システム
ロータリアンに呼びかけている財団への寄付に、年次プログラム寄付、恒久基金への寄付、ポリオ・プラスへの寄付
があります。ポリオ・プラスへの寄付は、ポリオ撲滅のための活動に使われます。年次寄付と恒久基金への寄付は、
人道的プログラムや教育的プログラム等に使われます。
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◎年次プログラム基金への寄付
皆さんに毎年100ドル以上の寄付を呼びかけていますが、1,000ドルに達するとポール・ハリス・フェローとなります。
寄付金は 3 年間投資に回してから、3 年後にその資金が、WF と DDF に 50％ずつ分配されプロジェクトに使われま
す。
◎シュア・システムで年次寄付を配分
このように寄付金を、3 年後に活動に使用されるシステムをシュア・システムと呼ばれています。
◎2 つの基金
活動資金には、DDF と WF がありますが、どのような違いがあるか掲げました。
DDF は地区で使途を決定でき、地区内のロータリアンが使用します。
WF は、ロータリー財団の管理委員会で決定し、全世界のロータリアンが使用します。
◎試験地区以外の地区
各地区に、地区財団活動費として戻ってきた資金の上限が 20％までを地区内の活動費として各クラブで植樹や病
院や福祉施設への寄贈、清掃活動等のプロジェクトに使用できます。申し込みが多数の場合は、地区で選考されま
す。DDF の残りの資金は、マッチング・グラントや国際奨学金、GSE 等に使われます。
2013 年 7 月から財団プログラムが「未来の夢計画」として大きく変わります。昨年から準備期間として、世界で 531 地
区ある中から、100 地区が選ばれ試験的に始まっています。試験地区(パイロット地区)では、DDF の 50％まで使用で
きるようになり、新しいプログラムを実施するようになりました。2500 地区は残念ながら試験地区に選ばれていません。
◎恒久基金・使途指定寄付
恒久基金は、1982 年に世界理解と平和のためロータリー財団基金として創設され、12 年後に恒久基金として改称さ
れた。恒久基金は、元金を使わない基金で投資収益のみを財団プログラムに使われます。1,000 ドル以上を寄付する
と、ベネファクターと呼ばれます。
使途指定寄付は、使い方を決めて寄付するもので、ポリオ・プラスパートナーやマッチング・グラントへの寄付。ポリ
オ・プラス寄付は、寄付金をプールしておき、ポリオ・プラス補助金の要請がある都度使っていきます。
◎ポリオ・プラス
1985 年にポリオ・プラスの発足後、20 億人以上の子供たちが口径ワクチンを接種してきました。ポリオ撲滅に向けて、
何 10 万人という人々が懸命な活動を続けています。これまで、貧困、極貧、内戦といった問題を抱える国の子供達に、
徹底的な予防接種を行い、その後の監視活動を行なっています。ロータリーの 2 億ドルのチャレンジは、ポリオ撲滅
のために、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から二度に渡り授与されている、総額 3 億 5,500 万ドルの補助金に、ロー
タリーがそれに 2 億ドルを上乗せするために集める募金活動です。ロータリーでは 2012 年 6 月 30 日までに達成する
ことを目標にしています。
◎ポール・ハリス・フェロー
ロータリー財団に、年次寄付または使途指定寄付で、1,000 ドル以上寄付した人。その人がその後の 1,000 ドル寄付
するごとに、マルチプル・ポール・ハリス・フェローになります。全額現金以外に認証ポイントを使用する方法がありま
す。以前の据え置きクレジットと言われていたものですが、既にポール・ハリス・フェローになっている人が、年次寄付
又は使途指定寄付をすると、その額がポイントとなり、自分がマルチプル・ポール・ハリス・フェローになり、他の人に
譲ることもできます。認証ポイントを受け取り、現金と認証ポイントの総額で、マルチプル・ポール・ハリス・フェローにな
ることができます。
◎ポール・ハリス・ソサエティ会員
ロータリー財団に毎年 1,000 ドル以上の寄付か使途指定寄付をする人が、ポール・ハリス・ソサエティ会員の資格を
有します。
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「財団の友」会員は、以前準フェローと呼んでいたものを再定義し内容も一部修正しています。毎年、年次寄付に
100 ドルを寄付する人を財団の友会員となります。
◎ベネファクター
◎ベネファクター
恒久基金に 1,000 ドル以上を寄付したか、遺贈の受取人として、ロータリー財団も决定したことを通知した人。
◎遺贈友の会会員
遺産計画において、ロータリー財団に 1 万ドル以上の遺贈を指定した寄付者を「遺贈友の会」の会員と呼ぶ。
◎未来の夢計画
2010 年 7 月から財団プログラムが大きく変わって、「未来の夢計画」と呼ばれています。世界 531 地区のうち 100 地
区が試験地区に選ばれ、2013 年 7 月からは、世界全地区で新制度に移行します。ロータリー財団が 2017 年に創立
100 周年を迎えます。新補助金は、財団寄付を最大限に活かすことを目指しています。
◎未来の夢計画の目的
今後 10 年間で、実現したい事に、ポリオの撲滅、重大な問題において権威ある期間と協力関係を持つ、恒久基金
に 7～8 億ドル、年次プログラム基金に年間 1.5 億ドルを目指しています。
目的は、①プログラムの簡素化 ②ロータリアンが関心を寄せているニーズに取組、最大の成果が期待できる奉仕
活動に焦点を絞る ③世界的目標と地元の目標の両方を果たすための資金を提供する ④意思決定権を地区とクラ
ブに移行することで、財団が自分たちのものであるという自覚を高める ⑤財団活動に理解を深め、ロータリーの公共
イメージを高める
◎優先項目
未来の夢計画では、計画作成に当たって優先事項を掲げているが、これを 2 つに大別すると、一つにプログラムの
簡素化、二つに地区の裁量権の拡大です。
◎6 つの重点分野
一つ目のプログラムの簡素化には、「6 つの重点分野」を設定し、この分野に力をおくようにしています。国際活動資
金(WF)から資金が拠出され、グローバル補助金で、最低 3 万ドルという大きなプロジェクトに限定されます。分野と案
件数を絞ることで、持続的な効果が期待できるプロジェクトを実現しようというものです。
・平和と紛争予防/解決 ・疫病予防と治療 ・水と衛生設備 ・母子の健康
・基本的教育と識字率向上 ・経済と地域社会の発展
◎新しい補助金モデル
新地区補助金とグローバル補助金があります。新地区補助金は 3 万ドル未満のプロジェクトで、グローバル補助金
は 3 万ドル以上のプロジェクトで使われます。両方の補助金も、三つの活動に分けられます。
① 人道的プロジェクト又は教育的プロジェクト

② 奨学金

③ 職業研修チーム(VTT)

◎新地区補助金
新地区補助金プロジェクトを実施するには、「計画年度」と「事業年度」という 2 年がかり事業になります。地元あるい
は、海外の小規模なニーズに迅速に対応するプロジェクトで、事業そのものは単年度で終了するものです。
◎グローバル補助金
グローバル補助金プロジェクトは、「持続可能性」が要求されます。単年度で終了しない、複数年度に渡る事業。「提
案書」と「申請書」の 2 段階の審査になっています。
◎試験地区との協力関係
来年度までは、試験地区と試験地区でない地区が共同で、プログラムに協力することができる。
◎GSE(研修グループ交換
GSE(研修グループ交換)
研修グループ交換)
1965 年から始まり、ロータリー財団の教育的プログラムの一つです。2500 地区では 14 回の事業実績があります。こ
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の事業も来年度で終了し新しく職業研修チーム(VTT)変わります。
◎職業研修チーム(VTT)
◎職業研修チーム(VTT)
VTT は、今までの GSE(グループ研究交換)プログラムの次世代プログラムとして誕生しました。より世界社会貢献度
の高いプログラムになりました。チームメンバーはある程度の期間において受け入れ国の制度や生活様式を観察し
他国における自分と同じ職業の実践の様子を理解し、職業上の関係を育み、意見交換しあい研修するものです。
2013 年度からは、GSE が、職業研修チームに移行され、今迄の様な相互交流に限らず、受入か派遣の片方でも可能
になった。年齢制限や、期間、人数が今までと大きく変わっています。
職業研修チームは 2 つの補助金が使えます。3 万ドル未満の場合は、新地区補助金で、3 万ドル以上の場合は、グ
ローバル補助金です。新地区補助金の場合は、さまざまな職業に携わる人々からチームを組めます。海外やクラブ
や地区との協力といった条件がありません。グローバル補助金の場合は、重点分野を支援するという共通目標を有し
ていなければなりません。
◎2011～
2011～12 年度の財団目標
年度の財団目標(3 つの目標)
つの目標)
①ポリオの撲滅を最優先項目としています。
② 付を通じて、ロータリー財団が自分たちの財団であるという自覚を養う。
③未来の夢計画において、引き続き成果を出し、奉仕プロジェクトを 6 つの重点分野に合わせたものとする。
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《例会運営委員会 大場委員長》
大場委員長》
１１月 ７日 在籍数 ３０名
出席免除者 ６名 出席義務者 ２４名
名誉会員 １名 出席者
１９名 欠席者
１１名
会報委員長： 金田 剛
委員：
櫻田 美香

副委員長： 中川 陽市
真岩 勝司
大場 恵治
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小泉

「編集：櫻田会員」
出席率 63.3％

和史

