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≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3-7≫

釧路市幸町 14 丁目 1-1 ノースコートサンスイ２F

会長 坂口 裕二 幹事 井岸 武雄

TEL(0154)23-6175 FAX(0154)23-6123

≪本日のプログラム≫ 11 月 19 日 18：00

≪次回のプログラム≫ 11 月 26 日 12：30

夜 間 例 会

普 通 例 会

ゲスト卓話

会員卓話・ライラセミナーの件に関する経過報告

2012 年 11 月 19 日(月) 第 16 回 通算１９
通算１９8
１９86 回

【点鐘】 坂口会長
【ロータリーソング斉唱】
「それでこそロータリー」
ソングリーダー：佐藤和彦 会員

【お客様と来訪ロータリアンの紹介】 坂口会長
ＲＩ第2500 地区 パストガバナー 小船井 修一 様(釧路RC)
【会長挨拶】坂口会長
こんばんは。まずもって小船井パストガバナーにおかれましては、お忙しいところ、例
会の講師をお引受けいただきまして、まことにありがとうございます。小船井さんのお話
は、私が以前、別の団体でご一緒させていただいていた時に何度も聞く機会がありまし
たが、いつも歯に衣着せぬ、小気味の良い痛快な気持ちになったことを記憶しています。
本日は財団についてのお話ですので、あまり過激な話にはならないと思いますが、楽し
みにしておりますので、後ほどよろしくお願い致します。
さて、連日、衆議院選挙の報道で賑わっておりますが、昨夜の民放のニュースショーで、番組のキャスターとコメン
テーターが「今回の選挙は焦点がはっきりしていなくて分かりにくい」と言う旨の話をしておりました。私はそれを聞い
て思ったのですが、前々回の郵政選挙と言われたものは「郵政民営化に賛成か反対か」で分かり易かったし、また、
前回も「政権交代か否か」で分かり易かったのですが、本来、日本の将来を左右しかねない衆議院選挙が、しかもこ
れだけ問題が山積している中でそんなに単純なものであるはずがないのに、何故マスコミはこんな発言をするのだろ
うか？と疑問に感じたところです。これは良く捉えれば、焦点が分かり易い方が投票率が上がるからという考えかもし
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れませんが、別の見方をすると YES か NO かの方が視聴率も、新聞、雑誌などの部数も上がるからそういう方向にし
ていきたいのかなと穿った見方をしたくなります。本来、報道はすべての政党の主張を公平に伝え、その上で「国民
の皆様、よく考えて必ず投票しましょう」と訴えるべきものだと思います。また、我々有権者の側も新聞、テレビ、今はネ
ット等でもあらゆる情報を知る事が出来る時代ですので、「誰に入れても同じだ」とか「どの政党でも変わらない」とば
かり言わずにきちんとそれぞれの考えを理解したうえで、「投票」という権利を行使すべきだと思います。以上で会長
挨拶といたします。

【幹事報告】三木副幹事
① ガバナー事務所より 2020 東京オリンピック・パラリンピック招致活動応援
としてリーフレット及びピンバッジが届いています。
② 北海道 2500 地区ロータリーE クラブのアンケート。

【本日のプログラム】

担当 国際奉仕委員会

■ゲスト卓話 「ロータリー財団について」
《佐久間国際奉仕委員長挨拶》
本日は、RI2500 地区パストガバナーの小船井 修一様にお越しいただき、ロータリー財団についてのお話
をしていただきます。ご講話の前に小船井パストガバナーの簡単な経歴をご紹介致します。
小船井 修一様
1984 年 釧路ＲＣ入会
1985 年 釧路ローターアクト委員長
1990 年 釧路ＲＣ青少年委員長
1992 年 釧路ＲＣ国際奉仕委員長
1999 年 釧路ＲＣ会長
2000 年 第７分区代理
2002 年 第 2500 地区ガバナー
2012 年 第 2500 地区ロータリー財団委員長
それでは小船井パストガバナーよろしくお願い致します。
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《RI2500 地区財団委員長 小船井 修一様》
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≪質疑応答≫
質問：1990年代、ポリオプラスの終息宣言が出ましたが、今後はどのようになりますか？
答え：終息というより終了宣言で、募集の募金が達成されたとの意味での終了宣言と聞いております。現実、 19
85年には相当のお金が入り、2005年に8千万ドルを追加で出して欲しいとのことでアナウンスがあり皆さ
まにお願いして頂戴した経過があります。それは、2005年に撲滅させようという目標でやったのですが、撲
滅できなくて、それでビル・ゲイツ財団が1億5千万ドル出すと2億ドルになるということで、そういう意味
では様々な部分でお金をいただいたという経過の中で最大の感染国であったインドが今月1月から発症がゼ
ロです。これが最大の我々にとっての成果だと思っています。インドでのナショナルデイの一斉投与が功を奏
していますが、不幸なことにナイジェリアがまだ400とか500とかの症例が出ています。そういう意味では
まだ撲滅されていません。ただ、インドの方であと２年間発症がゼロだったら終結宣言がなされるということ
で、特にお医者さんはこんなもの絶対に撲滅できないというのが持論でありましたが、これが終わらない限り、
ほかのプロジェクトができないという部分の中で、我々としてはなんとかなくなればいいなと希望だけは持っ
ています。

質問：10年位前には財団の寄付を促進する意味で、シェアシステムを使ってポールハリスフェローになるというス
タイルのものがあったと思うのですが、500ドルのシェアをして1000ドルにするというものだったのです
が、あのシステムは今どのようになっていますか？
答え：財団は廃止する方向です。このごろシェアのことは言わないです。基本的には実質1000ドル出していただき
たいというだけだと思います。要は財団は寄付を増進する目的のために称号を与えるのに値引というか100
0ドル出せばポールハリスフェローなんですけれども、ほかのメンバーが認証ポイントを持っている方が希望
すれば500ドル半額でもポールハリスフェローになりますということをやりながら、ポールハリスフェロー
を増やしていくことが財団の寄付増進につながるというロジックでやっていたのがこのシステムですけれど
も、このごろは言わないです。それで廃止する方向であると私は聞いています。

質問：ポリオについてお伺いしたいのですが、私、介護業界におりまして、介護というのはどちらかというと色々な
方のボランティアやお願いする立場ということで、ちょっとお願いするのもおかしいのではないかということ
で、自分たちでも何かできることはないかと思い、事務所独自でペットボトルキャップをホーム、家族さん、
町内会等で集めて、昨年も小学校に寄付させていただいたのですが、私共独自でいくと中標津の方まで行かな
いと会社がないとのことでやらせていただいているのですけれども、先ほどのお話の中でポリオが終わるとい
うことですが、今後どの位の予定で活動が終わるのか、その辺お願いしたいのですが。
答え：1985 年にもうすぐ終わるぞと言って、それからもう 27 年も経っています。専門的なお医者さんはそんな
の終わらないと言っている方もいます。我々としてはタタールのくびきという言い方で、一旦手をつけたから
には最後までやらなくてはいけないという心境みたいです。
あと 5 年 10 年と続きそうな雰囲気もあります。
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質問：100 ドル 8000 円、小船内さんは 3 年後に半分は地区に戻りますとのことで、それが 10 万ドルとも 20
万ドルともさっきお話に出ていましたけれど、それが今例えば南クラブなどで一番多くて 31 万とかで出てい
ましたけど、例えば 3 年後に地区にいくら戻ってきて、地区のどのクラブがどういうことをやったのかとい
うことをきちっと皆に知らしめる必要があると思うのですが。
答え：大体 20 万ドルなんです、年間の年次給付で、地区でいただけるのが。そのうち 10 万ドルが戻ってきます、
ＤＤＦで。そのうちの 20％、2 万ドルが今までの地区補助金なんです。2 万ドルというのが大体 160 万円。
160 万円というのが例えば 8 つの分区がありますから、8 で割ると 20 万円。なので 1 分区あたり 20 万円
なんです。それが今までの地区補助金でした。今度の新地区補助金は 20 万ドルの 50％10 万ドルが戻って
きて、そのうちの 50％5 万ドルが新地区補助金として地区で自由に使えます。地区でクラブが今までの地区
補助金を全部もらえるかというとそうではなくて、我々が裁量権を持って使えるお金が 2 万ドルから 5 万ド
ルになったということは間違いありません。2.5 倍になったものをどう使うかと、例えば奨学金で規模を大き
くしながらなおかつ中味の良いものならもっと大きく出しましょうというのが、今我々の考え方の基本です。
それはまだ実行しておりませんので、2013 年これから始まりますので、そういう意味ではこれから皆さま
にどういう形で展開して、どういうプロジェクトか皆様に考えていただくということで申請していこうかと思
っています。

質問：最後の方のお話で、小船内さん自身もちょっと首をかしげながらお話していたノーベル平和賞の件で、それを
取ることによってロータリーがもっと有名になって会員増強につながる考え方は、一番最初に言っていた理念
は絶対に変えないという部分から外れているような気もするのですが、どうお考えですか？
答え：要はロータリーの財団であって財団のロータリーではないと思っていますし、主役はロータリー、ロータリー
クラブなのですよね。そういう意味では坂口会長のおっしゃる通り、我々の変えてはいけないものというのは
ロータリークラブ単位であるということについて財団が肥大化する、肥大化しているという物の考え方自体も
肥大化しているということを言いたくて私がお話申し上げました。財団はそういう方向性に向かっています。
そういう方向性に向かう中でなぜ財団がこれだけなってしまうのかということは、一つのロジックとして財団
のトラスティ、財団の管理委員というのが 17、8 名いらっしゃいます。その中でもＲＩ会長、元会長が 3 人
入っています。それでＲＩの元会長が 5 年後に財団の委員長になる、そういう流れなんですね。財団の委員
長は元ＲＩの会長がやる、ということは現ＲＩ会長より元ＲＩ会長が偉いんですよね。元会長というのが、あ
る意味では高い視野、高潔な視点で物事をやってもいいのですが、基本的に制度クラスになってくると元会長
の方がよろしくなってくると。ＲＩよりも財団の方が上になりがちな傾向があるということで、規定審議会の
中で元会長の人数を 3 人から 2 人にするということを出そうとしたんですよ、理事会が。それがボツになり
ました、それはどういう関係かわかりませんけれども。ＲＩ、ＲＩ理事会よりも財団の方が偉い人達がいるか
らなんだと。そういう所は我々にとっても注意しておかないと、元会長に財団をおかしくされてしまうと思っ
ています。

《例会運営委員会 加藤委員長》
加藤委員長》
１１月１９日 在籍数 ２５名
出席免除者 ５名 出席義務者 ２２名
名誉会員 １名 出席者
１８名 欠席者
１５名
会報委員長： 佐藤 和彦
委員：
佐久間 好明

副委員長： 山本 秀基
金田 剛
櫻田 美香
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小泉

「編集：櫻田会員」
出席率 44.4％

和史

