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◎起　　　立　� 加藤武志�副ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤武志�副ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 鎌田　勉�副会長

◎開 会 宣 言� 加藤武志�副ＳＡＡ

ロータリーソング 　「我等の生業」

◎ビジター紹介� 鎌田　勉�副会長

災害支援の報告 石川　博機 幹事

　理事会でご承認頂いた件ですが、

台風被害による復興支援へ、市内５

クラブ並びに音更ロータリークラブ

の６クラブで５万円ずつ合計30万を

義援金としてお渡ししたいと要請が

ありました。それで当クラブとして

賛同いたしまして、後ほど食事中でありますがここにあ

るボックスを各テーブルに回しますので気持ちよくご協

力のほどお願い致します。

◎会　　　食

会長挨拶 鎌田　勉 副会長

皆さん、こんにちは。

入院して20日が過ぎました。大

事な立場で長く、欠席し多くの方々

にご迷惑をかけることになり、大

変申し訳ありません。

入院して感じた事のひとつは、

入院とは、衣食住の強制転換だと

いうことです。一日中パジャマで過ごし、好みや意志を

無視し、勝手に指定された時間に食事させられ、朝５時

30分には、廊下から色んな音が聞こえ一日の活動が始ま

り、強制的に起床となり、夜は９時に消灯です。経験は

ありませんが、刑務所生活に近いのでは、などと思った

りします。当たり前の事ではありますが、これは、本来

の自分の生活習慣やリズムとは全く違うもので、はたし

て、退院後、うまく生活リズムを調整できるか等と、考

えたりします。しかし、そもそもこうなったのは、自己

責任であり、現代医学がなければどうなっていたか、と

思えば、感謝すべき事であり、不満や文句を言える分際

ではない事は充分承知の上です。

思えば、やっとやめたタバコは45年、酒は48年継続中

で、長期、体に良くない事をしてきましたが、それだけ

酒、タバコをおいしく味わい、精神的にもリラックスさ

せてもらったことを思うと。良し悪しの判断は複雑です。

健康との引き換え条件には人生、山ほどの誘惑がありま

す。

物やサービスを得るには、支払いが生じます。なんで

も対価が生じるようになっています。最低、社会や周り

に迷惑をかけず、経済的に独立し、自己責任で健康管理

が出来れば、あとは好きに生きてよいのではと思います。

雑感ばかりで、とても会長挨拶になりませんが、お許

しください。術後は順調で近く、退院の予定です。ちょ

っとおこがましい立場ではありますが、会員の皆様も、

健康には充分、お気お付けください。

以上会長挨拶とさせていただきます。

� 高田　進　代読　

会務報告  石川 博機 幹事

◎ＲＩ第2500地区�地区大会（北見）開催

　地区大会の参加について13名行ってきます。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　越浦　豊 副委員長

毅石川幹事　今月14日15日と釧路で

楽しくゴルフをしてきました。

毅板倉会員　１ヶ月程英国に孫を連

れて行ってきました。

毅西田会員　本日、ロータリー財団

委員会の担当です。ヨロシクお願

いします。

毅深澤会員　写真有難うございました。

毅角会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うございまし

た。誕生日に記念品を頂き有難うございました。

S.Mori

2016-2017 年度　国際ロータリーテーマ

【人類に奉仕するロータリー】
2016-2017 年度国際ロータリー会長

ジョンＦ・ジャーム

ガバナーテーマ

【ロータリーの明日の為に、積極的に行動しよう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

駒　形　曙　美

月間テーマ

【基本的教育と識学率向上月間】
【ロ ー タ リ ー の 友 月 間】



毅加藤（肇）会員　久々の例会参加です。台風被災地での

仕事に歩いています。

毅越浦会員　遅くなりましたが、家族野遊会の写真をた

くさんいただきありがとうございます。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前 克則 委員長

　８月分ですけれど1532回８月28日

嵐山の家族野遊会でございました。

計算に用いる会員数29名、ホームク

ラブ出席18名、メイキャップ２名、

出席率が69.0％、８月の合計が75.2

％でした。

　９月分ですが1533回９月６日ホームクラブ出席21名、

メイキャップ２名、出席率71.9％。

　1534回９月13日ホームクラブ出席22名。

　本日1535回、ホームクラブ出席者25名。以上です。

プログラム 国際奉仕・ロータリー財団委員会　西田重人 委員長

【会員卓話】

テーマ：【ロータリー財団の難解用語の解説】
� 西田�重人　委員長

　４月の地区協議会、７月の地区ロ

ータリー財団セミナーにおいて勉強

させて頂きました。

　「ことば」がとても難解で、中々理

解出来ません。ロータリー財団委員

会担当例会が今年度４回割り当てら

れていますので、皆さんと共に勉強させて頂きたいと思

いました。

　ロータリー財団を担当するに当たり、まずは、聞いた

ことはあるが、耳慣れない用語が多いことに驚いた。自

分の勉強不足ではあるが、毎年の担当者のお達しに素直

に従い、出せと言えば可能な範囲で資金を供出してきた

が、それ以上のことには、興味関心がないという醜態を、

さらけ出していたのであります。

　各委員会の委員長さんのようにスムーズな卓話とは参

りませんが、先輩諸氏を前に、えらそうな事も申せませ

んので、今年度の「地区協議会」で資金推進小委員会山口

委員長の資料を参考にさせて頂き、関係用語の勉強をと

思い、話をさせて頂きます。

　尚、委員長の山口氏には、許可を頂いていることをご

報告致します。

１　ロータリー財団

　（１）ロータリー財団とは

　正式名称は、「国際ロータリ

ーのロータリー財団」。非営

利財団で、ロータリアンを始

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

支援者の自発的な寄付のみによって支えられている。

国際ロータリーの目的を推進するための、単独の信

託機関として、全資産を維持、投資、管理、運営し

ている。

　（２）ロータリー財団の使命

　ロータリアンが、世界で健康状態を改善し、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

ある。

　（３）ロータリー財団のプログラム

　　ア　教育的プログラム

　　　　�国際親善奨学金・大学教員のためのロータリー

補助金・その他

　　イ　人道的補助金プログラム

　　　　�地区補助金・ボランティア奉仕活動補助金・保

健、飢餓追放及び人間性尊重・災害復興

　（４）特別プログラム「ポリオ・プラス」

　　�　ロータリーは、1979年にフィリピンで600万人の

児童に、ポリオ予防接種をする５カ年のプロジェク

トを開始した。その後、接種を続けながら、「はしか・

ジフテリア・結核・百日咳・破傷風」の５つを加え

たので、「ポリオ・プラス」と呼ばれている。

２　資金推進委員会

　（１）資金推進委員会とは

　　�　財団プログラムを確実・継続的に行うための資金、

年次寄付及び恒久基金を中心とした寄付を、ロータ

リアンにお願いすることを目的として設置された。

　（２）資金推進委員会の使命

　　�　さまざまな寄付形式につ

いて、ロータリアンに情報

を提供し、各クラブを支援

する。

　（３）年次プログラム基金

　　�　ロータリアン財団の補助

金とプログラムの主な資金

源であり、年次寄付、ポリ

オ・プラス寄付がある。

　（４）恒久基金

　　�　基金を通じて、将来のロータリー財団プログラム

を確保するためのものである。

３　ＶＴＴ委員会

　（１）ＶＴＴとは

　　�　ＶＴＴとは、職業研修チーム

　　（Vocational�Training�Team）の略語である。

　（２）ＶＴＴの事業

　　�　国際ロータリーでは、世界各地の地区間で、職業

研修を通して自らの職業能力を高めたり、ほかの人

に、専門的研修を行うためのプログラムとして、現

在職業について活動している方々を派遣する事業を

行っている。

　　�　近年、「未来の夢計画」が実施され、タイ国において、

「疾病予防と治療」に関するチームが、大活躍した事

例が、世界から称賛されている。

４　奨学金・学友委員会

　（１）奨学金・学友委員会とは

　　�　世界各国の、経済的に恵まれないために、高等教

育を受けることができない国から、優秀な学生を日

本に招待し、奨学金を受給する制度である。



　（２）奨学金・学友委員会の使命

　　�　世界各国で、戦争や紛争が絶えないのは、貧困な

環境を原因とする無知、識学率の低さからも来てい

る。国際ロータリーでは、それらの国の優秀な人材

を日本に招待し、奨学金を貸与するなどの支援を行

っている。その学生が、母国に帰国した後も交流を

続け、母国の平和のために貢献できる人材として大

活躍している。

５　地区補助金

　（１）地区補助金とは

　　�　地元や海外の地域社会

のニーズに取り組むため

の、比較的規模の小さい、

短期的な活動を支援する

ための補助金。各地区は、

この補助金を配分するプ

ロジェクトを、独自に選べる。

　（２）地区補助金による活動の種類

　　ア　人道的プロジェクト

　　　　�奉仕活動を行うための現地への渡航や、災害復

興活動など。

　　イ　奨学金

　　　　�教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野

の制限は無い。

　　ウ　ＶＴＴの派遣

　　　　�専門職業を持つ人々から成る職業研修チームを

派遣する。現地の人々に職業研修を行うチーム、

または、現地で職業スキルを学ぶチーム。

　（３）地区補助金の使用条件

　　�　地区補助金は、さまざまな奉仕プロジェクトに柔

軟に活用できる。ロータリー財団の使命を支える活

動であることが条件となり、あまり多くの制約は無

い。

　（４）地区補助金の申請方法

　　�　地区補助金の資金を、各クラブが活用したいと希

望する場合、地区に申請する必要がある。申請書の

提出期日や、地区が独自に定めた報告や研修などの

要件については、地区に問い合わせる必要がある。

６　グローバル補助金

　（１）グローバル補助金とは

　　�　グローバル（Global）とは、英語の「地球全体の・

世界的な・全体的な・包括的な・・・」を意味する

形容詞であるから、「世界的な活動に対する補助金」

と意訳することができる。

　　�　グローバル補助金とは、ロータリーの６つの重点

分野に該当し持続可能かつ測定可能な成果をもたら

す大規模な国際的活動を支援することである。補助

金プロジェクトのスポンサー（提唱者）は、国際的な

パートナーシップを組み、各地の地域社会のニーズ

に取り組む。

　（２）グローバル補助金による活動の種類

　　ア　人道的プロジェクト

　　　　�奉仕活動を行うための現地への渡航や、災害復

興活動など。

　　イ　奨学金

　　　　大学院レベルの留学

　　ウ　ＶＴＴの派遣

　　　　�専門職業を持つ人々から成る職業研修チームを

派遣する。現地の人々に職業研修を行うチーム、

または、現地で職業スキルを学ぶチーム。

　（３）グローバル補助金の使用条件

　　�　グローバル補助金の利用に当たっては、活動が実

施される国のクラブ、または地区と、それ以外の国

のクラブ、または地区がパートナーとなって協力す

ることが求めらえる。また、双方のクラブ・地区は、

補助金を申請する前に、参加資格の認定を受けてい

る必要がある。

７　リソースとサポート

　（１）「リソースとサポート」とは

　　�　「リソース」とは、英語で「Resource」、「資源・物資・

資力・財源・資産・供給源」と訳す。「目的を達する

ために役立つ、必要となる要素のこと」

　　�　「サポート」とは、英語で「Support」、「支持・支援・

援助・補助・扶養・支持者・支援者」と訳す。それ

ぞれの普通名詞に「～する」とつけて、動詞で使うこ

ともある。

　　�　６年前の2010年11月、ＲＩ理事会において、旧来

の「世界社会奉仕委員会、ロータリーボランティア

プログラム」が廃止された。2500地区は、数年間「リ

ソースとサポート委員会」と名称変更し、「ロータリ

ー財団のグローバル補助金・パッケージ補助金チー

ム」と兼務することになった。そこで、「リソース」と

は、「人的資源・物資的資源」とし、「サポート」とは、

「人的、資金、物資的なものを指す」と訳されている。

８　ポリオ・プラス

　　�　四半世紀前、ポリオは世

界を席巻し、125か国、毎

日1000人以上の子どもたち

が、麻痺障害の犠牲になっ

ていた。それが、ＲＩの継

続した粘り強い運動の効果

もあり、２年前には３ヶ国

333件の症例にまで減少した。残すはあと２ヶ国、「悪

魔の病気」の異名を持つ「ポリオ撲滅」に向けた戦い

の火を絶やすことなく継続・挑戦していくのが、ロ

ータリアンの使命であり責任である。

　次回11月は「ロータリー財団月間」でもありますので、

またつたない話をさせて頂きますのでよろしくお願い申

し上げます。本日は、有り難うございました。

◎閉会宣言� 加藤�武志�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 鎌田�　勉�副会長

次週プログラム 青少年奉仕・ローターアクト委員会

　９月27日（火）　「ライラ報告」

　　　　　　　　池田誠委員長及び参加青年２名

　　　　　　　　ゲスト：第６分区ガバナー補佐

　　　　　　　　　　　　奥原　宏　様



フンベの滝の氷花（十勝広尾町）福岡正雄会員撮影

虹の向こうに明日がある（音更・国見山）福岡正雄会員撮影

帯広東ロータリークラブギャラリー


