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ロータリー財団ハンドブックの改訂

地区 グローバル補助⾦・ポリオプラス委員会委員⻑
彌冨 照皇 会員がセミナーを担当

■点鐘

吉田
松岡

2021.06.30改訂版
(前回 2018.01)
ロータリー財団の定義・使命・
歴史・基礎知識

■国歌斉唱「君が代」

グローバル・地区補助⾦の種類
補助⾦の申請要件・⽅法
ポリオプラスとポリオの現況

セミナーの動画が第2720地区のWEBサイトのアップされている。

■ロータリーソング
「四つのテスト」
( ソングリーダー

など

当クラブのWEBサイトにもリンクをはっている。

寄付⾦の流れ(財団活動資⾦の仕組み)
2021年7⽉〜

古田哲朗 )

① 運営費
これまで

資⾦モデルの変更

2021年7⽉より

WFより5%
WFとDDFからそれぞれ2.5%ずつ

①

■来訪者紹介
熊本ＲＣ

③
②

野々口弘基 君（オンライン）

② グローバル補助⾦ DDFに対するWFからの上乗せ
これまで

■今月の誕生祝い

③ ポリオプラス DDFの寄贈に対するWFからの上乗せ
これまで

100%

2021年7⽉より

2021年7⽉より

80%

100%
50%

例えば

例えば
DDF 20,000ドル
DDF 20,000ドル

＋

WF 20,000ドル = 40,000ドル
(DDFの100%)

＋

WF 16,000ドル = 36,000ドル
(DDFの80%)

40,000ドルのプロジェクトには DDF 22,222ドル必要

資⾦調達の変化

DDF 100ドル＋WF 100ドル
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団) = 400ドル
＋200ドル(ビル＆メリンダ・ゲイツ
DDF 100ドル＋WF 50ドル
＋200ドル(ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団) = 350ドル
今後もゲイツ財団から2倍額が上乗せされる

資⾦モデル変更の背景
疾病との闘い

■米山功労者表彰
第３回米山功労者 島村徹男 君

⽇本のロータリー財団の⽬標

第１回米山功労者 福井 学 君

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )
「ロータリー財団セミナーを受けて
( 変更点 )」

会⻑の時間
ロータリー財団セミナー
を受けて

(変更点と寄付状況)

2021年 11⽉17⽇

会⻑

吉⽥

嘉昭

２０２１年１０⽉２⽇（⼟曜⽇）
出席者 約100名

13:00 〜 16:00
ZOOM開催

熊本東南ロータリークラブ
会⻑ 吉⽥ 嘉昭
ロータリー財団委員⻑ 古⽥

哲朗

会員

−１−

第2720地区 年次基⾦寄付の状況

P8 〜 Pl5

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

インドでポリオワクチン投与活動に経験がある日本の
ロータリーアン 4 名の方が、取り組みについて掲載されて
います。インドは、2014 年に野生型ポリオの根絶が宣言されて

■クラブより

います。
１）

P16 〜 Pl7

本日例会終了後に、第５回定例理事会を開催いたします。

11 月 1 日〜 7 日は世界インターアクト週間です。
この事の活動について掲載されています。
P18 〜 P29

■今後の行事

2022 年国際大会はヒューストンで実施されますが、ヒュース
トンについて紹介されています。

地区ホー

11 月 20（土）

職業奉仕

ムページ

WEB セミナー

WEB サイ

オンラインセミナー

トより
2021

古田哲朗、宮川義行、吉田嘉昭
熊本第 3 グループ

熊本県

熊本ホテルキャッスル
ＩＭ
熊本市
11 月 26（金）
出先教明、福井学、松本繁、松岡泰光、沼田敏雄、内田信行、
吉田嘉昭、山田公也

P42
財団の事をご存知ですか？
（ロータリー財団管理員会からのメッセージ掲載あり。
）
P45
表紙について説明あり。
「明日は我が身」掲載あります。
右側から縦書きページ
P13

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当

潮谷愛一）

” ロータリークラブ存続の危機を救った国旗 ”
なぜ、例会で国旗を揚げ国歌を歌う事になったのか？
流れを掲載されています。

■委員会報告
（青少年奉仕担当

宮川義行）

11 月 14 日は RA 提唱クラブ協議会が
オンラインと大分センチュリーホテルを結んで開催されました。
東南ロータリーからは吉田会長、杉本会員が Zoom 参加でした。
お疲れ様でした。
「ロータリーのパワーは親睦が生みだす！あら
ゆる場面を親睦の機会に」のテーマで行われました。前日は同じ
センチュリーホテルでローターアクト第 37 回年次大会が行われ
ましたが東南アクトの参加がないということで、参加を見送りま
した。
同じく 14 日はカウンセラー奨学生報告会がエミナースで行われ、
サク君と私が出席きました。今年は熊本の奨学生は 13 名です。
エジプト、モンゴル、ベトナム、スリランカ、バングラデシュ、
中国、ジョージア、タイと多国籍に渡っています。奨学生とカウ
ンセラーが一緒に活動報告を皆さんの前で発表して交流を図りま
した。それぞれのカウンセラーの親身な取り組みが紹介されロー
タリーの懐の深さを改めて知らされました。終了後に大森ガバ
ナーとサク君と中央 RC のベトナムのグエン君と 4 人で話し合い、
記念写真を撮ってもらいました。ガバナーとのツーショットにサ

■ロータリーの友紹介
（会報・雑誌担当

沼田敏雄）

ク君もグエン君も喜んでくれました。
サク君は 3 月に卒業したら 1 度タイに帰国しますので、あとし
ばらくのお付き合いになります。将来は日本とタイの友好のため

※ 読んで欲しいページを紹介します。

に頑張ってくれるものと思います。皆さん、これからもサク君を

◎ 11 月はロータリー財団月間です。

かわいがって下さい。

◎ 11 月 1 日〜 7 日は世界インターアクト週間です。

11 月 18 日 19 時からのアクト例会は中央公民館で熊本南 RAC
との合同例会になります。皆さんの参加をお願いします。

左側から横書きページ
P5 シェカール・メータ RI 会長メッセージに目を通して下さい。
11 月はロータリー財団月間ですので、その支援について
述べられています。

−２−

◎中島祐爾 2,000 円
結婚記念日ありがとうございました。

■出席報告（クラブ管理運営委員長 中島祐爾 )
月日

会員数 出席者数

11 月 03 日

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

休会

43
27
11 月 17 日 （免 2）
41 （Zoom4）
☆出席免除
11 月 17 日住江正治

◎小畑成司 2,000 円
先週は還暦のお祝いありがとうございました。又、キャ
サリンズ・ブラザーズの演奏会も無事に終わりホッと
しています。内田さんの奥さんと福井さんの奥さんの
みえみえの飛び入りも大変盛り上がりました。本当に
ありがとうございました。

65.85

島村徹男
◎宮川義行 1,000 円
だんだんと冷え込んできましいた。皆さん、朝晩はヒー
トショックにお気をつけ下さい。日曜日のエミナース
でのカウンセラー奨学生報告会で中央 RC の坂口だん
と久しぶりにお話しました。クラブでのカウンセラー
と奨学生の交流はできているか、他クラブとのカウンセラー同士の交
流や奨学生を交えての親睦を図れないかと提案されました。カウンセ
ラーは奨学生の生涯に渡って関わっていく可能性が高いのでカウンセ

☆欠席者

■スマイル
（親睦・スマイル担当

草村安宏）

◎小野川善久 10,000 円
会員の皆様、お久しぶりです。例会欠席続きますと、
とても敷居が高く、内田会員の隣で気持ちが落ちつき
ました。息子の誕生から早４ヶ月経ちます。子育てに
毎日クタクタです。さすがに睡眠時間が少ないと体にこたえます。会
う人会う人、100％、父親似だと言われます。嬉しい反面、将来女性
にだまされないかと今から心配しています。
◎沼田敏雄 10,000 円
最近、食堂で音を作るのが難しくなり、今後の会話に不
安を持っております…ということで、
もう一つの発声法。
電気式バイブ器具を使った音で発生出来る訓練をして
おります。聞きにくい発音ですが、上手になれば言葉が通じると思い
ます。長生きするのも大変ですね！
◎内田信行 5,000 円
先週の慶祝・家族例会、住江会員、前田会員、小畑会員、
おめでとうございました。そしてキャサリンズ・ブラ
ザーズの楽しい演奏、少しヤラセもあったようですが、
慶祝・家族例会に華を添えていただき楽しい会になりました。閉会の
挨拶でキャサリンズ・ブラザーズにお礼を言っていなかったと思うの
で、スマイルで我慢してください。プラス、小野川さん久しぶりです。

ラー同士の連携はとても大事だと思っています。坂口さんと一緒に取
り組もうと思います。地区活動は他クラブのロータリアンとの交流や
親交が深まります。米山は地区委員を募集しています。皆さんのご協
力をお願いします。

■年次総会
1. 出席報告 出席・プログラム担当委員 代理 中島祐爾 会員
( クラブ管理運営委員会委員長 )
本日の出席率は 65.85 ％ですので、クラブ細則第１条により、
本総会は成立します。
（会員総数の３分の１）
2. 議事進行 議長 会長 吉田嘉昭
次年度の理事・役員の選出方法は、当クラブではクラブ細則第３条
第１節により指名委員会で指名し、それを年次総会で承認する方法
を採用しています。
10 月 27 日 ( 水 ) に指名委員会を開催し、今回指名される人は次の
13 名です。
御承認戴ければ拍手をお願い致します。
承認

◎彌冨照皇 3,000 円
慶祝・家族例会、お疲れ様でした。バンドに沢山のご
声援を頂き有り難うございました。今までの人生の中
で初めてのおひねりまで頂き、本当に嬉しかったです。
これからも宜しくお願いします。
◎草村安宏 3,000 円
誕生祝いありがとうございました。
今年で 58 歳になり、亡くなった親父の歳を超えるこ
とができました。これから、もうひと頑張りしようと
思います。

−３−

◆【ロータリー財団の歴史】

3. 会計報告 永野昭一 会員

・1917 年 基金として発足
（当時の RI 会長アーチ・クランフが、アトランタ大会に出席した
代表者たちを前に、
「ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模
で慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で、何かよいことをしよ
うではないか」と提案しロータリー基金が創設される）

前年度決算報告及び
2021-2022 年度収支状況報告
（2021/7/1 〜 2021/10/31）

■ロータリーカードの紹介
（地区グローバル補助金・ポリオプラス委員会委員長

彌冨照皇 )

・1928 年 ミネアポリス国際大会で「ロータリー財団」と正式に
命名される
・1931 年

信託組織

・1947 年 ポール・ハリスの逝去により、世界中から多くの追悼
寄付が寄せられ、ロータリー財団の新しい時代の幕開けとなる
・1983 年
る

米国イリノイ州の法令の下に「非営利財団法人」とな

◆【ロータリー財団の使命】(The Mission of the Foundation)
「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。」

■点鐘
◆【ロータリー財団の標語】

（編集者

沼田敏雄 )
『世界でよいことをしよう』（Doing good in the world）

------------------------------------------------------------------------------------------------ロータリーの Twitter
https://twitter.com/RotaryJapan

※毎年 11 月は「ロータリー財団月間」です。ロータリー財団を取
り上げたテーマで例会を行うことが推奨されています。

------------------------------------------------------------------------------------------------ロータリー財団について
(The Rotary Foundation ＝ TRF)
ロータリー財団の正式名称は、
「国際ロータリーのロータリー財団」です。
◆【ロータリー財団の創始者】
アーチ・クランフ

−４−

