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■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　新年度がスタートして、4カ月が経過。ゴール
まで3分の1を経過したところです。会員の皆様
におかれましては、新たな委員会・役職につか
れ、活発に活動いただいております事、心より感

謝申し上げます。
　先程開催した理事会にて、2015−16年度会長選任のため
指名委員会を発足させていただきました。構成メンバーは、
現役員13名。来月の第一例会では、皆さまとともに次年度へ
向けて準備の総会開催となります。どうそ、日常会話のなか
で例会にて学んだ事、気付いた事を話題にしていただき、職
場や家庭、友人知人にロータリーの魅力を広め、新入会員増
強に貢献下さいますようお願い申し上げます。
　今月は、ロータリー財団月間です。本例会では、ロータリ
ー財団の歴史と今後の展望について、ロータリー財団委員
会★木野村委員長がわかりやすくお話し下さいます。時代
とともに変化するロータリー財団について、限られた時間
ですが皆さんとともに学べることを嬉しく思います。
　過ごしやすい秋の日が続きますが、体調に気をつけ、今月
も積極的に例会出席いただきますようお願いします。
　　　　　　　　
■プログラム「ロータリー財団の歴史と今後の展望」

	 木野村英明	委員長（ロータリー財団委員会）
　ロータリー財団委員長の木野村です。
　今年度の担当例会は本日と来年4月の計2回あ
りますが、本日は「ロータリー財団の歴史と今後

の展望」と題して、財団の基本的な内容について説明したい
と思います。
　まず、今年度RI会長からの
財団への寄付に対する感謝
のメッセージをご覧くださ
い（ビデオ放映）。
　ロータリー財団が活用さ
れているイメージは持てま
したでしょうか。

　では、ロータリー財団の歴史から説明しますが、発祥は
1917年に当時のRI会長アーチクランフが設立した基金であ
り、その後1928年にロータリー財団と命名されました。4年
後の2017年が100年目に当たり、これに向けて未来の夢計画
などの財団に関する大きな変革が発生しています。
　ロータリー財団は、大きく分けて「年次寄付」と「恒久基
金」から成り立っています。

　年次寄付は、3年間の運用益を運営費等に当て、その後全
額が各種プロジェクトに使われます。これへの1000ドル以
上の寄付者がポールハリスフェローとして認定されます。
　この年次寄付された基金は、3年後にWF（国際財団活用
資金）へ半分、DDF（地区財団活動資金）へ半分が移行され
ます。
　他方、恒久基金は、基金として積み立てられ、永続的に運
用益のみが使用されます。これへの1000ドル以上の寄付者
がベネファクターとして認定されます。
　ロータリー財団のプログラムとしては、ポリオプラスが
第一であり、その他、人道的プログラム、教育的プログラム
に分類されています。財団への寄付を行うことにより、皆さ
んは世界中の奉仕活動に間接的に参加していることになり
ます。
　ちなみに、ローターアクトや米山奨学生などに関しては、
ロータリー財団のプログラムではありませんので、知識と
してご確認ください。
　次に「未来の夢計画」について説明します。
　ロータリー財団の主な取り組みとしては、ポリオ撲滅、大
口寄付推進計画、毎年あなたも100ドルをプログラム、恒久
基金10億米ドル、そして未来の夢計画があります。
　なぜ最近になって未来の夢計画がスタートしたのかとい
うと、マッチンググラント等の財団組織が膨大に成長し、ロ
ータリー財団の支援業務に支障を生じるようになったこと
から、財団100周年に向けて、補助金の簡素化や重点配置を
行おうとしたためです。
　この未来の夢計画に向けてロータリー財団の「世界中で
よいことをしよう」という標語や使命が2007年に定められ
ました。
　そして、重点分野として、平和と紛争防止、疾病予防と治
療、水と衛生設備、母子の健康、基礎的教育と識字率向上、貧
困緩和のための経済と地域社会の発展が定められました。
　次に補助金の支給方法について説明します。
　先ほど説明したように、年次寄付基金は、DDF（地区財
団活動資金）に50%、WF（国際財団活用資金）に50%が配分
されます。
　このDDFのうち最高50%が地区補助金に配分され、その
余とWF等の資金がグローバル補助金に配分されます。
　この地区補助金は、比較的小規模で簡素なプログラムが
予定され、各クラブや地区が決定権を有します。
　他方、グローバル補助金は、先ほどの重点分野を中心とし
て、継続性のある規模の大きいプログラムを想定しており、
海外クラブとの連携が必要です。
　ここまで説明したロータリー財団の内容は、財団のホー
ムページやロータリー財団参照ガイド等をご覧いただけれ
ば詳しいことがわかります。
　ホームページからダウンロードしたロータリー財団参照
ガイドを画面に写していますが、このように詳しい内容が
記載されています。

No.3050

第3368回例
会

平成25年11月６日

0 90
（名）

出席者数 52名

メークアップ 11名

欠席者27名
（出免6名）

出席
報告

10月16日例会　会員総数90名（内免除会員6名）



　最後になりますが、本日付で会員の皆様へ財団への寄付
のお願いを郵送させていただきます。いま説明した内容に
ついてご理解いただいて、皆様の積極的なご寄付をお願い
したいと思います。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
・会務報告	 （幹事）
①帯広RC、第1回ロータリー情報寺子屋開催のご案内
　日　　時　11月13日（水）午後6時30分
　場　　所　十勝ガーデンズホテル
　会　　費　3,000円
②帯　広RC、年次総会開催のご案内
　日　時　12月4日（水）午後0時30分（例会時）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月22日（金）午後6時30分
　場　所　北の屋台
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月25日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月28日（木）午後6時30分
　場　所　北の屋台
⑤帯広北RC、11月29日（金）の例会は、休会と致します。
⑥帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　11月7日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　FPの知識（専門知識開発委員会）

■委員会報告
・出席報告	 麻生　幸雄	出席副委員長
11/6例会の報告	 会員総数90名　内免除会員6名　出席者数53名
10/16例会の報告	 メークアップを含む出席者数63名　出席率75.0%

■ニコニコ献金	 池田　健太	親睦活動委員
髙橋　勝坦 会員
　帯広商工会議所会頭に再任いただきました。引き続きの
ご指導ご鞭撻宜しくお願いいたします。
曽我　彰夫 会員
　11月1日より帯広商工会議所で第27期の副会頭に再任さ
れました。今後もよろしくお願いいたします。
橋枝　篤志 会員
　帯広RC会員皆様の深いご理解のもと、第27期帯広商工会
議所をスタートする事が出来ました。本当にありがとうご
ざいました。
後藤　裕弘 会員
　帯広商工会議所第27期に当たり、観光文化部会2号議員に
選任され、第1回議員総会と議員会総会にて、議員会会長の
指名と、常議員の再任を拝命いたしました。
　髙橋会頭以下当クラブは21名の議員＋橋枝専務理事とい
う大世帯です。会頭方針の「オール十勝」「農・商・工連携」の
発展に向けて皆で協力して行きたいと考えています。どう
かよろしくお願い致します。
星屋　洋樹 会員
　商工会議所議員になりました。
加藤　維利 会員
　帯広商工会議所議員になりました。よろしくおねがいし
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

ます。
小澤　昌博 会員
　今期も帯広商工会議所議員をさせていただくこととなり
ました。よろしくお願いいたします。
麻生　幸雄 会員
　帯広商工会議所議員に再任されました。今後ともよろし
くお願いいたします。
藤森　裕康 会員
　帯広商工会議所議員に選任をいただきました。今後とも
宜しくおねがいします。
栂安　雅満 会員
　第27期、帯広商工会議所議員になりました。今後とも宜し
くお願い致します。
後藤　健二 会員
　11/4開催のフードバレーとかちマラソン、無事終了するこ
とが出来ました。皆様のご支援に心よりお礼申し上げます。
後藤　裕弘 会員
　昨年に続き「フードバレーとかちマラソン大会」の警備本
部長を務めました。札幌から66名北見から12名の応援をい
ただき、ようやく250ポストを配備することができ、無事故
で終えることができました。ご協力戴いた皆様ありがとう
ございました。
神山恵美子 会員
　今年もフードバレーマラソン完走できました。関係者の
皆様、応援して下さった皆様ありがとうございました。
小澤　昌博 会員
　過日10月26日帯広工業高校50周年記念式典が無事終了致
しました。皆様よりたくさんの、ご寄附、広告をいただき感
謝申し上げます。
木野村英明 会員
　本日の例会担当させていただきます。

■お誕生祝い
道　　吉見	会員　　曽我　彰夫	会員　　木村　裕氏	会員
外崎　裕康	会員　　大江　　徹	会員　　小林　一夫	会員
河村　知明	会員　

■ご結婚祝い
田中　　弘	会員　　曽我　彰夫	会員　　國枝　千秋	会員
田中　一郎	会員　　大江　　徹	会員　　神山恵美子	会員
■配偶者様お誕生記念日祝い
工藤　大輔	会員　　大江　　徹	会員　　大野　清徳	会員

■次週プログラム予定
11月13日（水）「会員卓話」	 （プログラム委員会）
	 飛岡　　抗	会員
11月20日（水）「国際奉仕ってなに？」	（世界社会奉仕委員会）
	 佐藤　真康	会員
11月27日（水）「新会員卓話」	 （プログラム委員会）
	 小林　一夫	会員・横尾　俊輔	会員・河村　知明	会員


