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平成２７年９月３０日

合唱

それでこそロータリー

ゲスト紹介

◆地区ロータリー財団部門長
喜島 健一郎 氏(都崎西 RC)

本日は宮崎より貴島地区ロータリー財団委員長にはるばる
お越しいただき卓話を頂きます。大変わかりやすくお話頂け
ますので新人の方もそうでない方も大変勉強になると思いま
す。
貴島さん、今日はよろしくお願いいたします。

ビジター紹介

都城 RC ～ 堀之内芳久 氏
福澤 晃二 氏

□幹事報告

点鐘

□会長の時間

吉田

努

みなさんこんにちは。
先週は、第 28 回西ロータリー旗少年野球大会に大勢の
会員の皆様に参加して頂き盛大に大会が行われましたこ
とを心より感謝申し上げます。開会式は天候にも恵まれ、
元気いっぱいの子供たちの行進が行われました。参加 23
チームの頂点に立ったのは中郷野球チームでした。決勝戦
はあいにくの雨となり、本来の力を発揮しづらい状況でし
たが、見事な投手力を発揮した中郷が五十市タイガースを
破り優勝しました。ロータリアンとの交流戦は来年に持ち
越しとなりましたが、戦える準備をしたいものです。
野球といえば、センバツ大会出場への大きな選考基準に
なる秋の九州大会県予選が繰り広げられています。我が泉
ヶ丘高校は 2 回戦で第 4 シードの日南振徳高校を相手に
7 回コールド勝ちを納め、3 回戦で宮崎工業と対戦しまし
た。残念ながら 1-4 で敗れ甲子園への道は閉ざされまし
た。が、地元の都城高校が久しぶりに春のセンバツ大会に
出場するかもしれません。山本君という、本格派の右腕が
おりプロも注目する選手です。前回の県大会決勝戦でもノ
ーヒットノーラン、今大会の 1 回戦は完全試合と目をみは
る活躍を見せています。
都城高校がセンバツ大会に最後に出場したのは昭和 59
年第 56 回大会でした。好投手田口、日本ハムで活躍した
田中幸雄などを擁し快進撃を続け、みなさんも記憶に残っ
ていると思いますが、P L 学園桑田真澄の放った平凡なフ
ライをライトの選手が落としてしまい、サヨナラ負けでし
た。もちお花祭りには大型テレビが据え付けられ沢山の人
が応援していたそうですが、負けが決まった瞬間は桜の散
る音が聞こえたとか。是可否でも甲子園に出場し地元を盛
り上げて欲しいものです。

前田 吉基

●木場ガバナー補佐・担当 都城ＲＣ…
2015-16 年度
８ＲＣ合同会員名簿の納期について お詫び
８ＲＣ作成の為 予想以上に手間取っております。
１０月中旬の納期予定
●野中ガバナー事務所…
①ロータリーレート１０月から１２０円 ＊現行１２４円
②第４４回 ＲＡ地区年次大会
11/14（土）～11/15（日）
かのや大黒グランドホテル ホスト：鹿屋ＲＡＣ
③職業奉仕（４つのテスト）委員会 研修会のお知らせ
11/21（土）受付 12:30
13:00～１５：００ メイン 登録料 2000 円
対象：会長・幹事 奉仕プロジェクト 職業奉仕委員長
④2018-19 年度 ガバナー決定のご報告
鹿児島サザンウインド 川原 篤雄氏
●公益財団法人ロータリー米山記念奨学会…
１０月米山月間資料送付のご案内
●都城島津発祥まつり振興会…
広告協賛のお願い ポスター配布
●第４２回盆地まつり実行委員会…お礼状

■クラブ報告
●地区大会参加の方 登録料
●ソウル国際大会
参加希望の方はお早めに事務局にご連絡下さい。
2016 年 5/27（金）～29（日）
第１次締切 １２／１５ 登録料 ３１０＄

■本日のプログラム

2015-2016 年度 地区大会のお知らせ
スローガン：集えロータリアン！水郷とお接待のまち延岡へ
バス出発時間：8：15

帰り出発時間：17：30

支援プログラム委員会 担当
ロータリー財団について

2015 年 10 月 17 日(土)第 1 本会議 延岡総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ
10：00 受付
11：20 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ
12：05 開会告知
15：35 記念講演 ジャーナリスト 櫻井よしこ氏
17：30 閉会・点鐘
会員交流大懇親パーティ ホテルメリージュ延岡ハウストン
18：00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 18：30 開会 20：30 閉会

地区ロータリー財団部門長
喜島 健一郎 氏(宮崎西 RC)

□出席報告
会員数
出免数

43 名
3名

出席数
出席率

30 名
75.00％

前々回修正出席率
前回修正出席率

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
外山 俊明…喜島部門長本日はありがとうございます。

85.00％
休会

徳重 永野 中原 中山 和田

届出有
届出無

吉田

中村七 小田 柳 鳥集 福本

ＭＵ有会員
9/16 定例理事会
9/17 中央
9/18 都城
9/20 米山ｾﾐﾅｰ
9/20 第 2 期 RLI
9/21 少年野球
開会式

9/22
9/24
9/25
9/29

9/16
9/23

※別紙に記載しております。

北
中央
都城
北

ＭＵ無会員
9/16
要ＭＵ会員
9/23

吉田 前田 棈松 吉原
三坂 平川 鎌田 中山
盛田 徳重 萩原 小俵
なし
外山
小坂
棈松 井福 大峯 小俵
木佐貫 草水 吉田 柳
盛田 船木 平川 高辺
外山 長友 永野 中原
休会
なし
なし
なし
福本 鳥集 河野 和田
中村七
休会

藤岡 小坂
外山

鎌田
馬渡
天水
中山

星野

小坂
前田
徳重
萩原

努…萩原さんの司会進行衝撃的でした。ありがとうござい
ました。
◆ロータリー財団◆
棈松 豊治…
◆米山奨学会◆
上田やよい…遅くなりましたけど。少々ですけど。
◆教育振興基金◆
外山 俊明…息子が就職内定しました。県外です。
◆40 周年準備金◆
高辺 晃也…吉田会長、野球大会にて差し入れをして頂き有り難う
ございました。
高辺 晃也…少年野球大会が開会式から閉会式まで無事に終える
事ができ良かったです。
盛田 祐一…先日無事、
少年野球大会が終わりました。
会員の皆様、
参加ありがとうございました。吉田会長差し入れあり
がとうございました。
前田 吉基…喜島様卓話を頂きありがとうございました。萩原会員
切れ味のある司会進行をありがとうございました。少
年野球大会、開会式閉会式にご参加頂きありがとうご
ざいました。

◎今後のプログラム

☆本日の司会進行者☆

10／14 野球大会報告
奉仕プロジェクト(青少年奉仕)委員会担当
10／21 地区大会報告 会長・幹事
10／28 新入会員卓話

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

萩原 和洋 会員

□委員会報告
なし

４０周年準備金

9/30
3,000

計
88,950

2,550
12,400
5,000
5,000
5,000

30,590
130,200
98,000
85,000
65,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

■本日のプログラム

ロータリー財団を活用し、奉仕活動に役立てていく為に
ロータリー財団委員会 委員長 喜島健一郎

理想と現実の落差を問題と言うのだろうと思います。従って問題解決とはこの落差を如何に埋めて行くか
と云うことであり、ロータリー財団委員会に入って最も強く感じたことであります。
例えば、グローバル補助金は６つの重点分野への取り組みが条件となっていますが、地区補助金はこれに
拘らず地区の裁量でＶＴＴ、奨学生、人道的プロジェクトに使用することが出来ます（理想）
。しかしこの三
事業を地区補助金だけで同時に実行することは不可能であります（現実）
。三事業を地区補助金だけで実行す
る為には、地区の年次寄付の目標額を、会員一人当たり年間 200 ドル以上にするしか方法がないのです。
従って、グローバル補助金と地区補助金を上手に組み合わせていく知恵が求められているのであります。財
団委員会と各クラブの関係がより良く発展して行く為には、財団の資金管理のルールをご理解頂くことが何
より重要であります。そこで今回はこれまでお寄せ頂いたご意見を基に、財団の知られていない現実の部分
をご説明したいと思います。
1. 財団はＲＩの 100％子会社みたいなものでしょう、何故細かくて厳しいのですか？
財団の正式名称は、
「国際ロータリーのロータリー財団」であり、財団管理委員（15 名、企業に於ける取
締役）はＲＩの理事会で選出されています。また、財団の唯一の会員はＲＩだけであることを考慮しますと、
100％子会社以上であり、ＲＩと財団は目的、使命、活動を共有していると言っても過言ではありません。
しかし、財団の資金管理（収入から支出にいたる全過程）は、米国イリノイ州の州法に準拠していなければ
なりません。資金管理上、ＲＩからどの様な要請があっても、州法に違反することは出来ないのです。これ
が 1983 年、イリノイ州の州法の下に非営利の財団法人になった現実なのです。ご理解頂きたいことは、こ
の厳しさ故に世界中で人道的プログラムが整然と実行され、世界理解、親善、平和の推進に素晴らしい成果
を挙げているのです。
2. 未来の夢計画とは何ですか？
公式には、財団の使命に沿って、世界の優先的ニーズに取り組み、最大の成果をもたらすことであります。
この計画が出来た要因は、マッチンググラントの申請が殺到し、財団本部の事務が機能不全に陥ったこと、

地球上からポリオを無くし世界で第一級の財団になることを目指したこと等が挙げられますが、私は次のよ
うに考えています。
未来の夢計画は、財団の全ての組織、資金を投入してＲＩの戦略計画を支援することであります。ＲＩは、
100 周年を機に変わったのです。新しいロータリーを創り完成させる為の計画が戦略計画であり、その達成
の為に、ＲＩは地区にＤＬＰ、クラブにＣＬＰ、会員に中核的価値観を求めたのであります。ロータリー財
団はＲＩの方針に応え、全てのリソースをこの計画達成の為に投入すると決めたのです。これが未来の夢計
画の姿だと思います。地区に於けるＤＬＰとクラブに於けるＣＬＰの導入は、ＷＦとＤＤＦで年間 100 億
円を超える財団の事業を推進する上で死活的に重要になっているのです。
未来の夢計画は、ポール・ハリスが求めた多様性への想いと同時に、新しい考え方への寛容性の向上をこ
そ求めていると思います。
3. 地域社会に対して良いことをしているのに、何故補助金が認められないのですか？
財団の目的は、健康状態の改善、教育への支援、貧困の救済を通して世界平和に尽くすことです。先にＲ
Ｉの戦略計画を支援することが未来の夢計画だと書きました。これらの考察から地区補助金は、人道的プロ
グラム、教育的プログラム、環境保全プログラムにしか使用できません。地区補助金を使い地区の裁量で地
域社会の様々なニーズに応えることが出来ますというのは、理想であり現実ではないのです。道徳的に優れ
た事業や文化的事業が、毎年申請されて参りますが、これらは地区補助金の対象にならないということをご
理解頂き、各クラブで補助金を使った事業を計画される場合は、上記三点に収まる事業かどうかを考慮して
下さるようお願い致します。

＊＊ワンポイント＊＊
＊V T T( 職業研修チーム )
グローバル補助金においては、チームは重点分野の範囲内で、自らの職業能力を高めるか、他の人に専門的研修を
行うかのいずれかでなければならない。職業研修チームは明確な目的を持ち、意図、持続性のある成果、準備計画
を提案するものでなければならない。経験豊富なロータリアンのチーム・リーダーとロータリアン以外の 3 人以
上のチーム・メンバーで構成する。総数についての上限はない。年齢制限も無い。メンバーは、重点分野の一つに
経験や専門知識があり、できれば重点分野に関連する専門職務か事業に雇用されていることが望まれる。
＊W F( 国際財団活動資金 )
年次寄付と恒久基金利息の 50％がシェア・システムの下で、国際財団活動資金( W F )に充てられます。ロータ
リー財団管理委員会がその使途を決定する。
＊D D F( 地区財団活動資金 )
年次寄付と恒久基金収益の 50％が地区財団活動基金( DDF )となる。地区が使途決定に発言権を持っている。

