
 

＜週報№ 2,901＞ 3,012 回例会 

２０１９年１１月 1日（金） 

■会長／玉本 広人 ■幹事／山田 文雄 

◆司会＝八幡一成SAA 

◆ゲストビジター＝本日はいらっしゃいません。 

◆出席報告 

本 日 ７５．００％ １２名欠席 

前 回 訂 正 ８７．２３％ ７名欠席 

◆ラッキーナンバー＝№13 小口武男君 

◆ニコニコボックス＝●玉本広人君、山田文雄君＝地区

大会と図書贈呈式には大勢の御参加を頂きありがとう

ございました。●竹上幸浩君＝本日ロータリー財団委員

会担当の例会をさせていただきます。●山崎晃君＝久し

ぶりの米国東海岸視察の為地区大会先週例会欠席して。

●有賀昭彦君＝花を頂き有難うございます金婚式を何

とか迎えました。●小林恭一君＝花を頂いて有難う。●

太田信男君＝結婚記念日にお花をいただいて。●小口武

男君＝お花を頂いて。●増沢洋太郎君＝結婚記念日にき

れいな花をいただきありがとうございました。●朝倉英

仁君＝昨日お花を頂きました有難うございます。●野口

洋介君＝結婚記念日のお花をいただきありがとうござ

いました。ちょうど本日が記念日になります。●小口武

男君＝ラッキーNo にあたって。 

◆会長告知・玉本広人会長＝皆さんこんにちは。 

日曜日の地区大会に参加いただいた皆さん、お疲れさま

でした。私と山田幹事、そして三井パストガバナーは前

日より会議と RI 会長代理歓迎晩餐会に参加し、美味し

いお食事とスズキメソードの指導者の皆さんの弦楽四

重奏やピアノ協奏曲など素晴らしい演奏を堪能させて

いただきました。その後、本の夜の街の活性化にも十二

分に貢献をして参りました。翌朝皆さんを会場でお出迎

えする予定でしたが、バスが早く着きすぎ皆さんにお出

迎えいただく形になり申し訳ありませんでした。水野 RI

会長代理のお話にロータリーの楽しみ方を教わり、青少

年アワーでは、諏訪ローターアクトの会長も登場する中、

小針会員が裏方で活躍をしていただきました。そして舞

の海さんの講演も大変面白く有意義な一日となりまし

た。さて、一昨日、諏訪中学校において図書贈呈式とふ

るさと学習発表会が行われました。例年行っている図書

の寄贈ですが、今期は諏訪市の小中学校で行っている

「ふるさと学習」に着目し、ふるさと学習関連図書とふ

るさと学習に活用できるデジタルカメラを 4 中学校に

送らせていただきました。このふるさと学習は、郷土諏

訪の「ひと・もの・こと」を題材とした、地域に根差し

た学習であり、諏訪市の歴史や文化を学び、自然に親し

むことで、諏訪市に愛着や誇りを持ち、進学などで諏訪

市を離れても将来戻って来たいと思えるよう、「郷土へ

の理解や愛着」を育むという趣旨のもと、小学校では「す

わっこ学習」、中学校では「諏訪学」という名称で 2 年

前より行われています。子どもたちの事例発表でもふる

さと諏訪のいろんな所へ生徒たち自らの計画で訪れて

いて、良い経験をしていると思います。今回はそれに合

わせて、小平会員の奥様陽子さんとスワんこプロジェク

ト代表で諏訪市図書館司書の河西皆子さんにもお話を

いただきました。小平陽子さんはイラストレーターやグ

ラフィックデザイナーとして活躍しており、今回の寄贈

図書の中に、小平さんのお書きになった諏訪の御柱や御

神渡り、霧ヶ峰などを題材にした紙芝居がありましたの

で、それらを製作された経緯やふるさと諏訪への気持ち

を語っていただけないかとお願いさせていただきまし

た。一緒に活動なさっているスワんこプロジェクト代表

の河西さんと一緒にお話をさせていただければという

ことで、お二人に話をしたていただきました。 

 ふるさと諏訪の事が好きな人たちが、諏訪のために、

いろんなところでいろんな活動をしているということ

が子供たちに伝えられてとても良い企画になったと思

います。当日の段取りをしていただいた小針社会奉仕委

員長ありがとうございました。報告例会もよろしくお願

いいたします。また本日担当の竹上ロータリー財団委員

長には、報告書の作成もお願いいたします。 

 最後に昨日未明に起こった沖縄首里城の火災は、正殿

など６棟が消失する大変な被害となってしまいました。

有名な守礼の門は残ったようですが、沖縄のシンボルと

して１９９２年に再建された首里城の消失は沖縄の

人々にとって大変なショックであろうと思います。私も

何度か訪れましたが、ぜひ一日も早く再建できますよう、

何か力になれればと思っています。 

◆幹事報告・山田文雄幹事＝27 日の地区大会では 18 名

の皆様に全日程最後まで参加を頂き、有難うございまし

た。舞の海さんの講演も大変興味深いものでしたし、大

会会場でのラストの手に手をつないでの合唱は圧巻で



した。30 日には諏訪中で図書贈呈式が行われ、11 名の

皆様にご参加を頂きました。1 年生の諏訪学実践の発表、

スワんこプロジェクト河西皆子さん、小平さんの素敵な

奥様 小平陽子さんの発表、贈呈式、会長・教育長挨拶、

子供たちのお礼の言葉といった内容でした。詳細は 15日

の例会となります。地区事務所から 2 件、連絡が入って

おります。手続要覧の 2019 年度版日本語版が MyRotary

にアップされました。組織規程のページにあります。尚、

MyRotary のアカウント登録状況に付いてお知らせしま

す。2600 地区平均で 31.61％に対し諏訪ロータリークラ

ブは 56.25％ 27 名です。もう 21 名のご登録で 100％

となります。第 7 回日台ロータリー親善会議が福岡であ

ります。ご興味のある方は幹事までお願いします。来週

の 8 日金曜日の例会は有りません。10 日日曜日は親睦・

クラブ親善委員会担当のバスハイク家族例会です。私も

楽しみにしています。小平委員長、宜しくお願いします。

尚、15 日金曜日の 3014 回例会は、社会奉仕委員会担当

のクラブフォーラムです。小針委員長ご準備の程、宜し

くお願いします。例会終了後に定例の理事会を短時間行

います。 

◆クラブフォーラム：ロータリー財団委員会卓話・竹

上幸浩委員長＝＜2019-20年度地区ロータリー財団委員

会の目標と計画＞で求められている事項から、目標と

計画というのが、ロータリー財団 2600 地区の委員会が

3 回ほどあり 7 月に参加した際、「３が今年の目標だと

いうことで提示していただいたものが 8 項目ありま

す。」その中の３番から、その性格８つ紹介します。

先ず 1 つ目は「寄付目標」ということです。年次基金

の寄付ということで 1 人平均 150 ドル以上になってお

りますが、当諏訪クラブでは誕生月に 100 ドルずつ頂

戴しております。2 番目に「ポリオ・プラス基金への寄

付」1 人平均 30 ドル以上でお願いしております。諏訪

クラブにおいては予算の中にポリオ・プラスは、人数

分×30 ドル、今期は 48 名で 161,280 円予定しておりま

す。また、昨年度の会計で示していただいた決算額

135,300 円でした。また 3 番目にロータリー平和センタ

ーへの寄付は 1 人平均 500 円以上になっております

が、これも同じく予算措置をしていただきロータリー

平和センターへの寄付金が今季予算で 24,000 円、前期

が決算で 20,500 円寄付しております。2 番目は年次基

金寄付ゼロクラブをゼロにする。これも予算の中でロ

ータリー財団への寄付は１年 2,000 ドルを寄付するこ

とを実施しています。3 番目が今回お話をする内容「ロ

ータリー財団への内容を深める」ということです。4 番

目が「地区補助金管理セミナーへの出席要請」、今年

の 12 月 15 日また恒例の松本大学で行います。次年度

の会長エレクト、財団委員長、クラブ事務局の方々よ

ろしくお願いします。5 番目が「地区補助金の申請」

で、これはすでに今年は終了していますが、来年の

2020 年度のもので 1 月から 3 月中旬に行ってくださ

い。また、これに先立ってＭＡＵの提出ということで

クラブの覚え書き、これで地区事業をするなど補助金

を申請するという意思を示してください。それが 1 月

31 日までとなっております。また、グローバル補助金

申請は随時受け付けております。6 番目が「ロータリー

関係の加入を推奨する」、これはオリコスタンダード

カード、皆さんカードたくさんお持ちなのでここでま

た新しくカードをということはないとおもいますけれ

ども、スタンダードカードは年会費無料、ゴールドカ

ードは年会費 10,500 円ですが、そのうち 3,000 円はロ

ータリー財団へ寄付されます。そのオリコスタンダー

ドカード、ゴールドカード、両方とも利用料金の 0.3％

がロータリー財団へ寄付される仕組みになっています

ので是非カードを作ってくださいという推奨です。7 番

目が「地区ロータリー財団奨学生を推薦する」、グロ

ーバル補助金のみの関係ですけれども推薦をお願いし

ます。8 番目が「地区補助金の資金管理および報告をす

る」、先程、地区補助金申請ということがありました

が、これは 2019 年度の地区補助金の資金管理および報

告する。では早速「３．ロータリー財団に対する理解

を深める」、ロータリー財団担当例会を下記の内容を

中心に開催し１番から 5 番まで出ております。2600 地

区から求められていましたので、今回、資料をまとめ

させていただいてやらせていただきます。それでは、

まず１番「ロータリー財団の補助金について」につい

て説明させていただきます。ロータリー財団とは何か

というと、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」といいます。ロータリー財

団は、1917 年、アーチ・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」基金の設立をし

たことに始まり、1983 年に米国イリノイ州法の下に非

営利財団法人となりました。日本法人として、「公益

財団法人ロータリー日本財団」がありますが、「国際

ロータリーのロータリー財団」の協力財団として、ロ



ータリーの奉仕の理念に基づき、人々の健康状態を改

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

ことを使命として活動しています。この使命は国際ロ

ータリーのロータリー財団でも行われております。 

②ロータリー財団の父 アーチ・クランフ「ロータリ

ー財団の父と呼ばれるのは６人目のＲＩ会長、アー

チ・クランフである。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ロータリー財団の補助金 未来の夢計画の下での新

たな補助金制度では、補助金により、地区に大幅な権

限を委譲し、同時に、グローバル補助金で、大規模な

プロジェクトを実施できるようになりました。ロータ

リー財団の標語は、「世界で良いことをしよう」であ

り、上記したロータリー財団の使命に基づき六つの重

点分野を定めています。・平和と紛争予防/紛争解決

（2 月）・水と衛生整備（3 月）・疾病予防と治療(12

月)・母子の保健（4 月）・基礎教育と識字率向上（9

月）・経済開発と地域開発（10 月）④グローバル補助

金 ＤＤＦの 50％以上をグローバル補助金に割り振る

ことができる。プロジェクトは六つの重点分野に限ら

れ、地区またはクラブが個々に財団に申請し、承認さ

れてからプロジェクトを実施する。現金寄付とＤＤＦ

に対してＷＦ（World Fund 国際財団活動資金）をマッ

チング（組み合わせ）する。⑤地区補助金 ＤＤＦ

（District Designated Fund 地区財団活動補助金）

の 50％以内を地区補助金に割り振ることができる。地

区の裁量で、人道的、教育的にかかわりなく国際奉仕

プロジェクトを実施できる。地区が財団に一括申請

し、各クラブは地区に申請する。当年度の諏訪クラブ

のテーマは、諏訪市内４中学校への「諏訪学」支援事

業です。「資金の流れから見た補助金モデルは別紙の

とおりです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

地区補助金の概要は、ＤＤＦのみが財源です。3 年前に

地区が年次基金に寄付した額と恒久基金への寄付の投

資収益の合計がこのＤＤＦの金額で、この 50％以下を

地区補助金として申請できます。日本の各地区は、毎

年、ＤＤＦの繰り越しがあるが、繰り越しについては

地区補助金の対象とならない。地区が一括して申請

し、補助金を受け取る。地区によっては、その裁量

で、クラブがある程度の資金を用意し、不足分を補う

ものとして地区補助金をクラブに授与している。2600

地区では、各クラブの負担が 30％で、残り 70％を地区

補助金として受領している。一括して受け取った補助

金は、地区が資金管理する。各クラブが受領した後は

各クラブが資金管理する。最終報告を提出しないと、

次の地区補助金を申請できないので、比較的短期間の

プロジェクトとなる。諏訪クラブでは、毎年プロジェ

クトを変えて実施しています。２）ポリオ・プラスに

ついて ①ポリオとは ポリオとは、急性灰白隨炎又

は骨髄性小児麻痺と呼ばれる、急性のウイルス感染症

であり、ポリオウイルスの中枢神経への感染により引

き起こされ、多くの場合脊髄前角の運動神経細胞が侵

されるため、弛緩性の麻痺が特徴の病気です。発症



後、筋力低下と筋萎縮が永続的な後遺症として残り、

重篤な場合、呼吸不全により死亡する可能性もありま

す。ポリオは感染源を特定しづらく、また、感染して

も麻痺をきたす割合が 1％以下と低く、90％以上が感染

しても症状があらわれない、不顕性感染です。従っ

て、1 名麻痺患者がいるとすれば、周囲には 100 名程度

の無症状感染者が存在することになります。ポリオを

発症した場合、現在の医療技術では完全に麻痺を治す

ことは困難です。そのため、ワクチン接種による予防

が何よりも重要であり、定期接種が導入されている乳

幼児はもちろん、流行地域へ渡航する際にも予防接種

を受ける必要があります。②ポリオ・プラスとは 

1985 年にロータリーがポリオ・プラスを開始した時、

「プラス」という言葉は、ポリオ撲滅の取り組みが、

子供の間に流行する他の 5 種類の伝染病（はしか、結

核、ジフテリア、百日咳、破傷風）の予防接種にも広

がることの予測・期待を表していました。時ととも

に、ポリオ撲滅の取り組みによる恩恵は増加していき

ました。ポリオワクチンを投与するキャンペーンで

は、ビタミンＡのサプリメントを配布するといった、

健康面から命を救う手段が生れました。ワクチンを運

搬、保存するための新しい物流方法により、発展途上

地域での感染症との闘いが以前より容易になりまし

た。また新たなポリオ発症の発見を目的とする研究所

や診療所の巨大なネットワークによって、ポリオだけ

でなく、ほかのウイルスの感染状況も監視できるよう

になったのです。加えてロータリーが立ち上げに寄与

した世界ポリオ撲滅推進計画は、世界的な保険問題に

取り組むための官民パートナーシップの手本として国

際的に知られています。このように、ポリオ・プラス

の「プラス」は、ポリオが常在する 4 か国での感染抑

止にとどまらず、ポリオがこの世からなくなった後に

も、ほかの感染症との闘いを支えていくインフラと協

力態勢という遺産をも意味しています。③ポリオ・プ

ラス基金 ポリオ撲滅活動におけるもっとも重要な活

動を支援するために、ロータリーの最優先プログラム

である「ポリオ・プラス」にＤＤＦを寄贈できます。

ＤＤＦ寄贈に対し、財団のＷＦから 100％（同額）が上

乗せされます。（上乗せの対象となるのは 1,000 万ド

ルまで）また、2019-20 年度まで、ロータリーがポリオ 

撲滅活動に拠出する資金に対し、ビル＆メリンダ・ゲ

イツ財団から 2 倍の資金が上乗せされます。（上乗せ

の対象となるのは毎年 5,000 万ドルまで）従って、寄

贈したＤＤＦの 4 倍の金額がポリオ・プラスの資金と

なります。諏訪クラブでは、会員 1 名あたり 30 ドル寄

贈することを予算で決めています。④ポリオの現状 

ポリオ感染の現状は以下のとおりで、完全撲滅には至

っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ロータリー財団の資金の仕組みについて、また

４）ロータリー財団の参加資格については先程少し触

れさせていただいたところです。また、5 番目のロータ

リー平和フェローですが、大分時間が過ぎましたの

で、基本的にロータリーの目標・重点目標である「平

和と紛争予防・解決」この分野での主体とした取り組

み、この平和に対して研究するためのプログラム、そ

れと専門能力、開発修了証これは実際に職業について

いる方のプログラム、申請資格がありますが、その寄

付をしている。⑤修士号取得プログラムというところ

に国際基督教大学が日本の国内のものもある。アメリ

カ、イギリス、オーストラリア、スウェーデン、それ

と専門能力開発修了プログラムとしてタイの大学があ

ります。「今日のリーダーを強化し、明日のリーダー

を育てる」ロータリー平和フェローは、世界各地で協

力と平和を推進し、紛争解決に貢献するリーダーで

す。争いのない世界を目指して行動するための知識と

行動力を備えた人がフェローとして選ばれます。次世

代の平和構築者を育てるために、あなたにもできるこ

とがあります。皆さんも補助金がどのようなものか、

それ以外で世界的なレベルでの取り組みをロータリー

が行っているかということをご理解いただければあり

がたいと思います。 

◆今後の例会日程 

11 月 10 日 ㈰ 家族例会 バスハイク 

11 月 15 日 ㈮ 図書寄贈報告 社会奉仕委員会 

11 月 22 日 ㈮ 準法定休日 


