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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2582回例会 平成 25年 10 月 25日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト       

◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：昨日、プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズの 1 位指名した選手は、
前職の聖隷学園の選手でした。初のプロ野球選手でもあり、おめでたい事ですのでニコニ

コさせていただきます。 

 

角田 幸弘 会員：先週もお知らせいたしましたが、フジテレビで“千葉の贈り物”と言
う番組が放送されまして、たった 2 分間ではありましたが、大変内容の濃いものとなりま
した。それは何故かと申しますと、冒頭で我がロータリークラブの方々に出演していただ
き、一言ずつお言葉をいただいたからです。遠藤会長、小川会員、佐瀬会員、そして応援
してくださいました皆様にお礼を込めましてありがとうございました。 

 

佐瀬 和年 会員：取材を受けはしましたが、テレビで放映されたというのを、今、初め
て知りました。 

 

遠藤 英一 会長：テレビ出演させていただきました。 

 

小川 賢 会員：テレビに出たうえ、セリフまでいただきしゃべらせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。ここのところあちこちで雨による被害がもたらされているようです。

伊豆大島にしましても、これまで私には、火山灰が降り固まった土地、これは今回大惨事

を引き起こした伊豆大島だけでなく、鹿児島県の桜島周辺、長野県から群馬県の浅間山周

辺など、土壌そのものは肥沃ではないものの保水性には優れているので桜島大根やら大規

模なレタスあるいはキャベツなどの葉物の栽培に適しているという知識しかありませんで

した。しかし、さすがに８００ミリを超える雨量となると、自然は突然牙をむくというか、

信じられない大災害を引き起こすものであることがわかりました。テレビ報道からの受け

売りですが、この火山灰土は粒子が細かいため一度水に溶けた後に乾燥すると短時間のう

ちにシャベルでは歯が立たないくらい固くなるとのことですので、救助作業も思いやられ
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ます。また、今後の台風２７号、２８号の影響も心配で

す。 

この２０日の日曜日には「成田環境ネットワーク」主

催の「印旛沼クリーンハイキング」が行われました｡当

クラブからも１３、４人の会員に参加いただきましたが、

徐々に強くなる雨脚のため、多数の市民がボランティア

精神で集まりましたが、開会式からほぼ１時間後の閉会

式と、セレモニーだけで終わってしまいました。これも

雨による被害といえそうです｡ 

さて、同じ１０月２０日（日）の午前８時５５分からフジ・テレビの「千葉の贈り物～

まごころ配達人」という番組で、先月ゆめ牧場さんで収録された角田会員が主催する蒸気

機関車など古い車輛を保存する同好会の活動が放映されました。私自身「印旛沼クリーン

ハイキング」に参加したため、ビデオに撮っておいたのですが、私も６０年来の鉄道ファ

ンでありまして、収録日が天候の関係で１日前倒しになりましたが、小川会員、佐瀬会員

ともども現場に駆けつけた次第です。私も、角田会員のご厚意で、２年前の月見例会時に

午後２時すぎにはゆめ牧場さんに出向き、新聞紙から始まって、薪、石炭をくべ、ようや

く動き出すまで、延々４時間にわたって大汗をかきながら、蒸気機関車を動かすまでを１

から教えていただいたことがあります。この月見例会時に私の操縦する列車に乗った会員

も多数いたはずです。 

当初１０月１３日に放映の予定が、ゆめ牧場さんの１０月２６、２７日のイベントに合

わせて１週間遅らせたのかも知れませんが、実質３分ほどの番組とはいえ、あれだけバラ

バラにビデオに撮ったものが、うまく起承転結の原則に従い一連の物語となる、その編集

技術にも非常に感服いたしました。 

１０月２２日には成田記者クラブとの「第２回メディア定例協議会」が開催されました。

今回は２回目ということもあり、平山会員の進行により、記者の皆様から見た成田の現状

等につき、とくに京成成田駅東口には上りのエスカレーターはあるが、下りは階段だけな

ので、大きなバッグを持った人が苦労しているとか、ニュータウンと市内の間を自転車で

ＪＲ成田駅を越えることができないなど、昔から成田市内に住んでいると見逃してしまう

ことなど、懇親の前の１時間ほど非常に有意義な意見交換が行われました。 

 本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。先週は設楽

ガバナー補佐にＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）についてお話をいただきま

したが、詳細は週報に掲載されています。「活気に満ちた楽しいクラブ」を目指して、皆

様方の提案あるいはご不満等お寄せいただきたいと思います。 

 

◇ 表彰 

米山功労者 第 3 回マルチプル 成田  温 会員 

米山功労者 第 2 回マルチプル 松田 泰長 会員 

米山功労者 第 3 回マルチプル 平山 秀樹 会員 
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◇ 委員会報告 

・雑誌・広報・ホームページ   佐藤 英雄 リーダー 

先日行われました「第 2 回メディア協議会」では質疑応答の時間

を多くいたしました。次回もう少し実のある質疑応答を行いたい

と思います。お話の中にもありましたが、意外に成田が変わって

いないという意見がありました。また本当の意味でのおもてなし

が成田にはないのではないか。一般会計３０数億の木更津、そし

て成田は５６０億。それだけ市としての予算がある中で住民の皆

さんに対する福祉など足りないのではないか、という指摘があり

ました。このあたりが成田の大きな問題ではないかと個人的に感じました。 

 

・環境ネットワーク    平野 省二 会員 

印旛沼クリーンハイキングが、20 日の日曜日、雨の中実施されました。皆さん、びしょび

しょに濡れながら受付をしていただきました。ありがとうございました。市長の開会宣言

の後、すぐに解散となりました。本当にご苦労様でした。御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 幹事報告    成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．印西 RC、八街 RC   11 月例会変更                    

２．日本赤十字社千葉県支部より活動資金ご協力の御礼 

≪連絡≫ 

１．ガバナー事務所より、「地区ホームページ卓話者紹介ページへの投稿のお願い」 

→プログラム委員会長へ 

２．米山記念奨学委員会より、地区大会「米山のつどい」のご案内 

→堀口カウンセラーへ 

３．設楽ガバナー補佐より第 4 回会長・幹事会のお知らせ 

  １月２２日（金）印西 
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◇ 卓話 

ロータリー財団・米山記念奨学について 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

委員長    小 川  賢 

ロータリーの歴史 

 １９０５年  シカゴロータリークラブ誕生 

 １９２０年  東京ロータリークラブ創立 

 １９２１年  世界で８５５番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟 

 １９４０年  第二次世界大戦の波に洗われ、国際ロータリーから脱退 

 １９４５年  第二次世界大戦、終戦 

 １９４６年  米山梅吉氏（１８６８～１９４６年）７８歳で逝去 

 １９４７年  ポール・ハリス氏（１８６８～１９４７年）７９歳で逝去 

 １９４９年  日本のロータリークラブが国際ロータリークラブに復帰 

 ２０１３年５月 世界の２００以上の国に、クラブ数 ３４，５５８ 

        会員総数 １，２２０，１１５人 

 ２０１３年７月 日本のロータリー ２２８０クラブ ８７，５８１人 

 ２０１３年８月 ２７９０地区 ８４クラブ ２，７５３人 

 

ロータリー米山記念奨学事業とは 

ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付を財源として、日本

で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業です。 

１９５２年、日本のロータリーの創始者、故・米山梅吉翁の偉業を記念し、後世に残る

ような有益な事業を立ち上げたいと、東京ロータリークラブが発表したのは、海外から

優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業、「米山基金」の構想でした。そこ

には、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界平和に寄与したいとい

う、当時のロータリアンの強い願いがあったのです。 

○ 事業の使命は 将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍し、ロー

タリー運動の良き理解者となる人材を育成することです。これは、ロータリーの目指

す“平和と国際理解の推進”そのものです。 

「将来の日本の生きる道は平和しかない。

その平和日本を世界に理解させるために

は、アジアの国々から一人でも多くの留学

生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感

じてもらうしかない。それこそ、日本のロ

ータリーに最もふさわしい国際奉仕事業

ではないだろうか」（ロータリー米山記念

奨学会史）より 

○ 寄付について 米山記念奨学会への寄付

金には普通寄付金と特別寄付金の２種類

があります。 
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・普通寄付金 日本の全ロータリアンからの定期寄付で、各クラブで決定した金額×

会員数分を半期に一度送金いただいています。２０１２年度一人平均４，６６７円

（クラブで負担しています） 

・特別寄付金 個人・法人・クラブからの、普通寄付金以外の任意寄付。金額に決ま

りはなく、ロータリアン以外の方からもお受けします。２７９０地区の２０１１～

１２年度平均１０、３７９円です。２０１２～１３年度は１５，０００円を超えた。

（成田クラブでは、一人１０万円単位で一括または分割納付として常時受け付けて

います。） 

・個人寄付への表彰１０万円で第１回米山功労者、以降１０万円ごとに第２回～第９

回米山功労者マルチプルとなります。表彰品は感謝状が贈呈されます。 

・寄付金の「税額控除」適用法人です。 ２０１２年１月以降の寄付金から、従来の

「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになり

ました。 

寄付金の現状 （２０１２年～２０１３年度）単位：千円 

 普通寄付金 ４１１，１０７ 収入合計  １，４１１，６１２ 

 特別寄付金 ９１４，２９５（奨学金支出 １，１５２，８６０） 

 その他    ８６，２１０ 

○ 奨学生割当数 

 ２０１３年 ６９７名  ２７９０地区２３名  成田クラブ１名 

○ 成田ロータリークラブの寄付目標 1 年間１０名 １００万円 

 

ロータリー財団とは     

 ロータリー財団の歴史 

 １９１７年  アーチＣクランフ国際ロータリー会長が、「世界でよいことをするため

に」基金の設置を提案した。 

 １９２８年  ５，０００米ドルにまで成長したこの基金は「ロータリー財団」と名付

けられ、国際ロータリーから独立した別機関となりました。 

 １９４７年  ロータリーの創設者、ポール・ハリスが死去した後、多くの人々から国

際ロータリーへ寄付が寄せられ、財団をさらに大きくするために、「ポー

ル・ハリス記念基金」が設置された。 

○ ロータリー財団の使命は、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。 

 非営利組織である当財団は、ロータリアンをはじめ、より良い世界を築こうというビ

ジョンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみによって支えられています。  

寄付は、ロータリー財団の補助金となり、助けを必要とする地域社会に持続可能な変化

をもたらす活動に役立てられています。 

  こうした中、財団への支援は、飛躍的に増えていきました。１９１７年に２６ドル５

０セントの最初の寄付が贈られて以来、財団には、総額１０億ドル以上の寄付が寄せら

れています。 現在までに、１００万人以上がポール・ハリス・フェローとして認定さ

れています。ロータリー財団の未来が確かなものとなり、今後も国際理解と世界平和の
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実現に必要な活動を続けていくことができるのは、こうした力強い支援と世界中のロー

タリアンによる積極的な参加のおかげなのです。 

 

○ ロータリー財団への寄付 

寄付の種類 

・ 年次基金寄付 年次基金寄付は、ロータリー財団への寄付の基盤です。ロータリ

ー財団の補助金とプログラムの主な資金源です。 

     第２７９０地区では、会員一人当たり１３０ドルを目標にしていただきたいと

お願いしています。成田クラブは、年間１万ドルを目標にしています。一括また

は分割で一人千ドル、１０名を目標にしています。 

・ 恒久基金寄付 恒久基金への寄付は、使用しないで基金として積み立てておきま

す。 

・ 使途指定寄付 使途を指定して寄付する方法です。ポリオ・プラスへの寄付が一

般的に使われています。 

 

○ ロータリー財団の個人に対する認証   

ロータリー財団の協力団体である、ロータリー日本財団への寄付は、ロータリー財

団の寄付認証を受けることが出来、寄付累計にも加算されます。 

・ ポール・ハリス・フエロー（ＰＨＦ） １，０００ドルに達すると 

・ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（ＭＰＨＦ）ＰＨＦになった人が更に寄

付をしていき、累計額が２，０００ドルに達するとＰＨＦには襟ピンと感謝状が、

ＭＰＨＦには認証状が贈呈されます。 

・ ベネファクター  恒久基金への寄付金額が累計１，０００ドルに達した場合に

ベネファクターとして認証されます。認証状が贈られます。 

 

○ ロータリー財団が強調する重点分野の基本方針 

１． 平和と紛争予防・紛争解決 

ロータリーは、平和と紛争予防・紛争解決のための研修、教育、実践を支援します。 

２． 疾病予防と治療 

ロータリーは、疾病の原因と影響を減らすための活動と研修を支援します。 

３． 水と衛生 

ロータリーは、安全な飲み水と基本的な衛生設備を提供するための活動と研修を支援

します。 

４． 母子の健康 

ロータリーは、母子の健康を改善し、５歳未満の幼児の死亡率を減らすための活動と

研修を支援します。 

５． 基本的教育と識字率向上 

ロータリーは、すべての子どものための教育を改善し、子どもと成人の識字率を高め

るための活動と研修を支援します。 

６． 経済と地域社会の発展 

ロータリーは、人々が生活と地域社会の経済に、末永い発展をもたらしていけるよう
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支援します。 

 

○ ポリオ・プラス 

 ポリオ・プラスは、国際ロータリーの特別プログラムであり、世界からポリオ（骨髄性

小児麻痺）が撲滅されるまでは、他のいかなるプログラムより優先されるものです。 

（ポリオ・プラスの「プラス」は、今後のほかの保健活動に生かすことの出来る全世界ポ

リオ撲滅の遺産を意味しています。） 

 

 全世界のロータリアンのお蔭で、全世界からポリオを撲滅しようというロータリアンの

願いが、今叶えられようとしています。 

２０１３年６月にポルトガルのリスボンで開催されたＲＩ国際大会で、ロータリーとビ

ル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、ポリオ撲滅活動を支援するパートナーシップの拡

大を発表しました。この新しいパートナーシップでは、２０１８年までの５年間、ロータ

リーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ財団が２倍の額を上乗せすることになり

ます（年間３５００万ドルまで）。これにより、５億ドル（約５００億円）以上の資金確

保も可能となります。本年度第２７９０地区では、年次基金には、１人当たり１３０ドル、

ポリオ・プラスへの指定寄付金は、１人当たり２０ドル～２５ドルをお願いしています。   

 

ロータリー財団は２０１７年に設立１００周年を迎えます。この間ほとんど変更されな

かったさまざまなプログラムが、３年間の試験期間を経て、いよいよ２０１３年７月１日

から全世界の地区に「未来の夢計画」が導入されました。 

プログラムと手続きを地区に移譲して、地区の裁量を大幅に増やします。地区とクラブ

でロータリー財団が自分たちの財団であるという自覚を高めること、ロータリーの公共イ

メージを向上させること等が未来の夢計画の目標です。関口徳雄ガバナーも、財団に対す

る意識改革として、①財団は寄付するだけでなく使用ないし利用するもの ②Ｒ財団寄付

金１人１５０ドルを目指したい（Ｒ財団から要請）との目標を示しています。成田ロータ

リークラブとしては、全会員に、２～３年に１回は、米山か財団への寄付をお願いしたい

と思います。 

「未来の夢計画」寄付金の行方は、別図のとおりです。 

地区財団活動資金（ＤＤＦ）の地区補助金は、実施年度の前５月１５日までに申請が必

要です。したがって事業は遠藤年度中に奉仕プロジェクト委員会と協議し、クラブ協議会・

理事会等で計画する必要があります。その事業は２０１４年５月１５日までに申請し、２

０１４年８月中に財団から承認された地区補助金が送付され、２４か月以内に事業を終了

しなければなりません。 

その他の変更点を含めて今後会員の研修を進めてまいります。 

 
参考資料 

○ ２０１３～２０１４年度 クラブ活動計画の３１ページ、ロータリー財団・米山記念奨学委員会活動計画。  ６
７・６８ページ、米山・財団寄付者名一覧 

○ ガバナー月信２０１３年１０月号 表紙・３ページ 

○ ロータリーの友２０１３年１０月号 １８・１９ページ 

○ ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典 ２０１３～１４年度版 

○ ロータリー財団の手引き ２０１３～１４年度用 

○ 成田ロータリークラブ１０月１８日付週報 ４・５ページ 
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特に注意するのは財団の地区基金（ＤＤＦ）は実施年の前年の申請が必要です。したがっ

て事業が２年継続となる事となります。その他の変更点を含め、全員での勉強会を開催す

る必要があります。 

成田ロータリークラブは毎年ロータリー財団、米山記念奨学とも大変多くの寄付を行って

います。これは会員が正しくその目的を理解している結果と言えますが、これから始まる

夢計画と世界に誇れる奨学制度としての米山記念奨学会を新、旧会員にさらに十分な理解

が得られるよう月間などを利用して説明し、もって従来どおりのご寄付をお願いする次第

です。 

 
○ ※週報 2581 号の訂正 

○ ・10 ページ 朝日新聞：早川 健人 様→毎日新聞：早川 健人 様 

○ ・早川様の内容で、エスカレーターの上り下りが逆です。 

○ ・理事会報告 平成２５年度永年勤続優良従業員表彰実施に伴う協賛金 1 万円→５万円 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐瀬 和年 会員 １０月２３日 印西ロータリークラブ 

山田 真幸、阿部 慎一、諸岡 靖彦、遠藤 英一、成田 温 

近藤 博貴、吉田 稔、矢島 紀昭 福田 朗、甲田 直弘 

各会員 

１０月２５日 プログラム委員会 

豊田 磐、小宮山 四郎、遠藤 英一、松田 泰長、成田 温 

神崎 誠、設楽 正行、小川 賢、石橋 菊太郎、諸岡 靖彦 

近藤 博貴、喜久川 登 各会員 

１０月１８日 指名委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ３８ ２３ ６２．３％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

3 年前の年次

寄付+恒久寄

付の収益 

2790 地区分 

（WF） 

国際財団

活動資金 

管理委員会に 

よるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

（ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ

ｼｯﾌﾟ含む） 

（DDF） 

地区財団

活動資金 

地区 

補助金 

グローバル 

補助金 

提唱者負担分 

 

グローバル

補助金 

財団負担分 

 

①国内外の奉仕プロジェクト 

②奨学金 

③職業研修チーム 

 

①人道的プロジェクト 

②奨学金 

③職業研修チーム 

（大きなﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

地区に決定権 

国際財団管理委員会に決定権 

（人道６つの重点分野） 

100% 

50% 

 

50% 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

未来の夢計画寄付金の行方 


