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ROTARY: MAKING A DIFFERENCE
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出席報告
小金平育男会長
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インフルエンザの流行
の時季でございます。昨
日の夕方のニュースで、
インフルエンザ患者の異
常行動について入ってい
ました。タミフルとかリレンザなど薬を服用していても
可能性があるという話で、厚生労働省の発表で平成２１
年から８年間で４００件を超える報告があったということ
です。それだけ頻繁にあったのかとビックリしました。
異常行動は未成年が多く、１０歳前後の男の子が一番
多いという話でした。高層マンションなどでは飛び降り
て亡くなった方が８人程いてビックリしました。これか
ら大人は大丈夫ということはありませんので、インフル
エンザに罹ったら、一人にしないことが大事で、マン
ションなどでは外に出ないような対策が必要というこ
とでした。
これから皆さん、十分気をつけて、家族、周りの方に
気をつけてあげたらいいのかなと思います。
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ロータリー財団

小林弘文リーダー

１１月はロータリー財団月間ということで今日は
ロータリー財団について理解を深めていければいい
なと思います。
源新育子会員
１１月はロータリー財団月間ということで、一番最初
は１９５６年「ロータリー財団週間」
というものから始まりま
した。これが効果があったということで１９８２年から毎年
１１月を財団月間として続いています。
財団月間は、何のために寄付が必要で、どのように
使われ、
どのように役立っているのか、また一人一人の
ロータリアンの心の中に世の中を良くしたいという奉仕
の思いがロータリー財団を支えているということ、それ
から財団の様々な奉仕プロジェクトが人類の幸福、世
界の平和に大きく貢献している、ことを認識する、そう
いうことをクラブの中でそれぞれの思いや考えを話し
合ってみるという月間と捉えていいと思います。
大まかな項目だけお話したいと思います。
ロータリー財団の標語「世界でよいことをしよう」
。
アーチ・クランフが１９１７年に提唱した言葉がそのまま

久保隆明幹事

◎松戸東ＲＣからリンゴを送ったお礼状が届いていま
す。
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財団の標語になっています。
ロータリー財団の使命、ロータリーの使命と一緒に
後ででてきますが、貧困を救済して世界理解、親善平
和を達成、実践することにあるということがロータリー
の使命となっています。新しい補助金システムになっ
てますが、殆どが６つの重点分野、平和と紛争、疾病、
水と衛生、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、こういうことを優先事項として財
団の運営がされています。
財団の誕生から今日まで。アーチ・クランフは１９０５
年にロータリークラブが創設されてから６人目のＲＩ会
長で、
「世界でよいことをしよう」ということで２６ドル５０
セントの寄付で基金を設立し、１
９１７年「ロータリー基
金」という名前でスタートしました。それから１０年ほど
して５０００ドルまで成長したところで、
１９２
８年のミネアポ
リス国際大会で「ロータリー財団」として正式に承認さ
れております。それまではロータリーの中で運営され
ていたのですが、国際ロータリーから独立した機関と
なりました。元ＲＩ会長などロータリーの中から５名が管
理委員会に選出されて資金の維持、投資、管理、運営
などを行っています。現在のロータリー財団の管理委
員会は１５名で成り立っています。
ロータリー財団を非常に大きく成長させたのは、
ポール・ハリスが亡くなったことでした。その死を悼む
方が寄付よせ、財団では「ポール・ハリス記念基金」
を
設置して寄付を呼び掛けました。翌年までに１３
０万ドル
以上の寄付が集まって、その年度に財団の最初のプロ
グラム、
国際親善奨学生が実施されました。
ポール・ハ
リスが亡くなって１０年程して１９５７年ポール・ハリス・
フェローという認証制度が、寄付してくださった方々に
感謝の気持ちを表す手段として始まりました。
そこから色んなプログラムが始まっていったわけで
すが、２００８年ロータリー財団の未来の夢計画が認証さ
れました。当地区もパイロット地区として２０１０年から１２
年の３年間、識字率、水事業のプログラムを実施しま
した。
２０１５年７月から「シェアステム」完全実施になり
現在に至っております。
００周年ということで、
２０１６−１７年、ロータリー財団１
皆さんにも寄 付をお願いして、地 区だ け でも４０万
ちょっと集まりました。１００周年だったこともあり３億ド
ルを目標にして動きましたが、年間を通して昨年は２
億６千万、その前は２億４千万でしたが、結果的に３
億４３０万ドルで目標を達成できました。
未来の夢計画、新しいシステムはどういうものか。
プ
ログラムや手続きをシンプルにして迅速に対応する。
世界の優先的ニーズに焦点を絞って維持可能で大き
な影響をもたらすプロジェクトを推進する。地元、海外
両方の活動を支援して行使の成果を確実なものにす
る。地区レベル、クラブレベル、自分たちの活動、自分
たちの財団という意識を高め、ロータリーの公共イメー
ジを高める。広報の意義、
こういうことを目的とした新し
い財団に移行しております。
新しい財団のプログラムは大きく分けると５つあり
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ます。地区補助金、当クラブでも使っています。クロー
バル補助金、これは最低金額が１５０００ドルで同額補助
があるので最低でも３００００ドルからの大きな事業です。
パッケージ・グラント、財団がある程度枠をつくってク
ラブ、地区が加わって運営するプログラムです。
ロータ
リー平和センタープログラム、今後非常に期待されて
いるものです。日本では奨学生として国際基督教大学
が選ばれております。
ポリオ・プラス・プログラム、
２０１８
年を撲滅の最終期限としていましたが現状からは難し
いと。撲滅まで続ける最優先事項のプログラムです。
プラスとはポリオと共にハシカ、
ジフテリア、結核、百日
咳、破傷風、これらをプラスして同時に追放することを
目的としています。これ以外にボランティア奉仕活動
資金とか国際親善奨学金、大学教員のための補助金
など色んな補助金がありましたが廃止になりました。
私たちがする寄付の主なものが年次基金で、ポー
ル・ハリス、一人１００ドルが目標となっています。使途指
定寄付、ポリオとか災害復興などで臨時に設置された
プログラムなどへ指定してする寄付。恒久基金、ベネ
ファクター、
１０００ドル以上寄付すると得られる称号です。
元金がそのまま蓄積されて投資収益だけがプログラ
ムの支援に使われるものです。
２０２５年までに２０億２５００
２億ドルに足りない
万ドルの目標にしています。現在は１
くらいです。
新しいシェアシステムはどういうものか。今年使える
補助金は３年前に寄付した年次基金と恒久基金の利
息を足したものを１００％とすれば５０％が地区財団活動
資金（ＤＤＦ）で５０％が国際財団活動資金（ＷＦ）になり
ます。ＤＤＦがさらに半分に分かれ地区補助金、グロー
バル補助金になります。最終的に地区で使えるものは
１／４になります。
認証ですが、
ポール・ハリス・フェローは現金と認証
ポイントがあります。１ドル＝１点、１０００ドル＝１０００点
でポール・ハリス・フェローの認証が得られます。
クラブ
では会費で毎年一人１００ドル寄付していて、１０年経つ
とポール・ハリス・フェローが得られるようになっていま
す。認証ポイントは譲ることができます。マルチプル・
ポール・ハリス・フェローは２０００ドルから１０００ドルごと
に９回目まで。大口寄付者（メジャードナー）は現金で
１０,
０００ドル以上、
レベル４まで。
アーチ・クランフ・ソサ
エティ、
２５万ドル以上です。
など個人には色々あります。
ロータリー財団は非営利団体の中でも９０％以上プ
ログラムに使われている優れた財団としてアメリカの
チャリティ・ナビゲーターで評価されています。
今年度の地区目標は１２０ドル、日本全体では１５０ドル
になっています。寄付０クラブから寄付０会員にシフト
してきています。ポリオは３０ドル、小さいクラブでも最
低３００ドルは寄付するを目標としています。
ロータリーは奉仕の理念を追求して財団は実行す
る、まさに車の両輪といっても過言ではないと思い
ます。
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