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 　２０２０年２月４日（火）

【会長報告】◆　なし

【副幹事報告】

◆　 本日例会終了後、２月理事会を行いますので役員・理事の方は出席してください。

◆　 ロータリーの友２月号、ガバナー月信２月号、抜萃のつづりを配布しております。

◆　 正式な案内は後日になりますが、５月２４日(日)東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ

　 にて「岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフコンペ」が開催予定とのことです。

【プログラム】　💛　会 員 卓 話 （ ロータリー財団委員会 ）岡　千枝 委員長

『ロータリー財団に対する理解を深めて戴くために』

・ ロータリー財団は「国際ロータリーのロータリー財団」

The Rotary Foundation of Rotary International というのが

正式名称です。ロータリー財団の構成員(株式会社の株主

のようなもの)は１種類とし、これは「法人会員」と指定

された唯一の構成員から成るものです。

・ 法人会員は、米国イリノイ州の非営利法人 国際ロータリー

・ ロータリー財団の管理委員(株式会社の取締役に相当)は

ＲＩ会長エレクトが推薦し、ＲＩ理事会が選出します。

　国際ロータリーの１００％子会社　ロータリー財団

・ ロータリー財団の財務　　2018年６月（年次報告より）

＊国際ロータリー　純資産　1億4,010万ドル

　　　収入  　1億450万ドル

＊ロータリー財団　純資産　11億2,730万ドル

　　　収入  　3億9,142万ドル

・ ≪ロータリー財団の使命≫

　ロータリアンが、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

・ ≪国際ロータリーの使命≫

　私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務および地域社会のリーダー

　の間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する

・ 「ワン・ロータリー」一致団結して使命を完遂

＊国際ロータリーとロータリー財団は独立した法人です。しかし、理念上も、実際上も、

　ひとつのロータリーとして機能しています。ひとつのロータリーとして一致団結する

　ことで、ロータリーは使命を果たすための強い土台を築いています。

　
　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

　  2019～2020年度　第４５年度　第２８回　 通算第２１６２回例会

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

WEEKLY　REPORT

会 長　マーク・ダニエル・マローニー

　　丸亀東ロータリークラブ　＜第４５年度＞
　 ROTARY　CONNECT　THE　WORLD

『ロータリーは世界をつなぐ』 会長　伊賀 重夫　　 幹事　片岡 浩昌

ロータリー財団は

国際ロータリーの子会社

子会社の方が大きくなった



　「ロータリー財団はロータリーの使命を達成するための手段」

　 ＊ロータリー会員は会費を通じて国際ロータリーを支援し寄付を通じてロータリー財団

　を支援しています。

　　ビジョン・４つの優先項目・６つの重点分野

・ ロータリー財団は、皆様からのご寄付を世界各地での奉仕活動に役立てています。

創立以来100年間、教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトにより、世界

の地域社会を少しずつ変えていく事ができます。

　　＊ロータリアンが所有する財団

　　＊世界の最も切実なニーズに応える

　　＊世界における活動範囲は国連を超える

　　＊政府などの支援が行き届かない所で活躍

　　＜ロータリー財団の歴史＞～なぜロータリー財団が生まれたか？～

・ 寝ても覚めてもロータリー”thinks Rotary,sleeps Rotary,and dreams Rotary"

＊クリーブランドＲＣの４代目会長(1913-14年)としても活躍し、『寝ても覚めてもロ

　―タリー』と自称するほどロータリー活動に打ち込み、クラブ会長として最後の演

　説で『クラブが今後多くのことをできるように、緊急基金を設けよう』と提案した。

　一言で言えば、大きな活動をするためには基金（お金）が必要！

・ アーチ・クランフの構想”doing good in the world"

＊理事会で会長として、基金設立の提案をしたが、全く支持を得ることは出来なかった。

　そこで、1917年アトランタでの大会で、このプランを大勢の前で披露した。

　『我々は今年、ロータリーのために基金を作る可能性のついて、組織に呼びかけた。

　諸所の社会奉仕を今まで通りに実行していくには、慈善、教育、そのほかの社会的分

　野において、世界でよいことをするための（”doing good in the world"）基金を作る

　のが極めて適切であると思われる』

・ 始まりは２６ドル５０セント

＊しかし、このクランフの呼びかけに対する周囲の反応は、全くの無関心であったと言

　われている。

　当時、退任するRI会長に、功労に対する感謝の品をプレゼントする習わしがクラブに

　あった。

　クランフ会長への贈答品の購入代金に余剰が出たカンザスシティーＲＣは２６．５㌦

　をロータリー本部に送り、クランフ会長が提案した基金に入れるように要請した。

　（1917年7月理事会決定）

　1918年の国際大会はカンザスティー。

　こうして最初の種がまかれ、ロータリー基金が誕生した。

・ 財団創成期の状況

　今の貨幣価値に換算すると　536ドル

　日本円に換算すると　58,960円

　しかし6年たっても基金の残高はやっと700ドルに達したに過ぎなかった。(約140万円）

　11年度の1928年ロータリー財団が設立された

　しかし、元会長のうち誰一人として、財団のために力を貸そうという人はいなかった。

　とはいえ、断固反対する人もいなかった。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから



・ 財団はクランフのたわいない夢？

『財団はクランフのたわいない夢だ』と述べる、心なく、不当で、不誠実なロータリア

ンが時々いることは残念 (1934年のアーチ・クランフの書簡)

　それくらい無視された存在。

　8年間事実上、クランフの個人的プロジェクト

1924年　＊ロータリー救援資金の残金500ドルを基金に繰入

1928年　ミネアポリス大会

　　ロータリー財団設立　管理員会5名　5年任期

　　クランフが初代委員長　　1929年末　5,739ドル残高

・ なぜロータリー財団を設立したか

　国際ロータリーはイリノイ州の州法によって設立された非営利法人ですからロータリ

　アンから、あるいは外部から寄付金を受け入れることは当然可能です。

　しかし寄付した側の会員や法人等は、税制上の優遇措置を受けることが出来ません。

　そこで、同じイリノイ州の州法ですが別の規定によって設立したのがロータリー財団

　なのです。

　　① 多額の資金管理を行うため

　　② 税制上の優遇措置を得るため

　　　　法人運用益の免除

　　　　寄付者の所得控除

・ 財団の協力財団組織（財団の下部組織）

 1.カナダ 1948年  5.オーストラリア　1994年

 2.ドイツ 1987年  6.ブラジル 2003年

 3.インド 1988年  7.ドイツ（２つ目） 2009年

 4.イギリス 1990年  8.日 本 2010年

　協力財団を通じてロータリアンが税制上の優遇措置を受けることのできる

　国々に、限定された数の協力財団が存在する

・ 公益財団法人ロータリー日本財団

　公益財団法人ロータリー日本財団は国際ロータリーのロータリー財団の協力財団です。

　この法人は日本の法律に従って設立された公益財団法人です。この法人を通じてロー

　タリー財団に寄付しますと、日本の税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

　現在、ロータリー財団に対する寄付金は、公益財団法人ロータリー日本財団を総じて

　寄付しますと、全ての寄付金が税制上の優遇措置が受けられます。

≪目的≫

◆個人が海外留学するため、もしくは海外から日本へ留学するための奨学金(グロー

　バル補助金における奨学金)およびロータリー平和フェローシップの付与

◆非営利財団法人である国際ロータリーのロータリー財団の活動を支援するための

　寄付金の提供

　　＜ロータリー財団誕生のもう一つの歴史的背景＞

・ ライオンズの誕生

　1917年6月 メルビン・ジョーンズ  シカゴに住む保険代理店 ３８歳

　ライオンズのモットー゛Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ”（元ダラスＲＣ会員と言う説）

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

二重の免税待遇



　実業家の昼食会グループ「ビジネス・サークル」に加入し、まもなくその幹事に選ば

　れました。このグループは会員の職業的利益を高めることを唯一の目的として当時多

　数存在したグループのひとつでした。

　　＜ロータリー財団の財務＞

・ 財団の財務報告

　国際ロータリーとロータリー財団は、毎年『年次報告書』を全世界のすべてのクラブ

　宛に送付しています。皆様のクラブにも当然ながら送付されています。

　しかし、受け取ったクラブでは幹事報告として「ＲＩと財団の年次報告書が届いてい

　ますので回覧します。」と言って回覧するだけですから、一般の会員はほとんどが中

　身を見ることなく回覧しているのが実情のようです。この報告書には、活動報告と財

　務報告が掲載されています。

　ＲＩウェブサイトでもご覧頂けますので、

　この報告書を是非ご覧になってください

・ ロータリー財団に11年連続で最高の4つ星評価

慈善団体の格付けを行う米国の独立機関チャリティーナビゲーター(Charity Navigator)

が、ロータリー財団に12年連続で最高の4つ星評価を与えました。

この評価はロータリー財団の健全な財務状況および説明責任(アカウンタビリティ）と

透明性へのコミットメントが認められたことによるものです。

「このような評価をいただきとても光栄です」とロータリー財団のロン・バートン管理

委員長。

　　米国にて最も効率的な運営を行っている慈善団体の上位3％の評価を得る

　　＜ロータリー財団のプログラム＞

・ ポリオプラス・プログラム

　ロータリーの最優先項目。ポリオ常在国、ウィルス流入国、高リスク国を中心とした

　世界のポリオ根絶のための取り組み。

〔３Ｈプログラム（Health，Hunger and Humanity）の開始〕

　　1979年 ロータリー誕生74年目

　ポリオ予防接種　76万ドル　630万人接種

　３Hプログラムの第1号（フィリピン）

　　1980年 ３Ｈプログラムの目標設定

　　・保　健　・・・第1優先はポリオ、第2は基本医療と保健教育、第3はリハビリ

　　・飢餓追放・・・第1優先は水資源、第2は農業

　　・人間尊重・・・第1優先は識字率、第2は職業訓練、第3は緊急援助

　３Ｈプログラムの目的は国際間の理解、親善平和を推進するための方法として、人々

　の健康状態を改善し飢餓を救済し、人間的社会的向上発展を図ること。

　　1985年 全世界でポリオを根絶めざす「ポリオプラス・プログラム」がスタート。

　　2000年 ＷＨＯ西太平洋地域３７の国と地域をポリオフリー

　　2002年 大西洋から中央アジアに及び欧州地域もポリオフリー

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか言行はこれに照らしてから

～四つのテスト～

１９８５年以来、２０億人の子供にポリオ接種



　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

　の取り組みが子ども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だろうという考えを表していました。時とと

　もに、ポリオ撲滅の取り組みによる恩恵は増えていきました。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

　を意味しています。

〔ポリオ根絶推進活動（ＧＰＥＩ）設立　1988年〕

　Global Polio Eradication Initiative

　1988年 世界保健機構（ＷＨＯ）総会でポリオ根絶が決議され、ＧＰＥＩが立ち上げら

　れた。

　当初、ＧＰＥＩは国際ロータリー、ＷＨＯ、米国疾病対策センター（ＣＤＣ）、ユニ

　セフで構成され、これらの団体が協力しポリオ根絶活動に当たっている。

　その後、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団を含む他団体や各国政府が加わった。

・ ロータリー平和フェローシップ

　世界に6つあるロータリー平和センターの1つで、国際関係、平和、紛争解決とその関

　連分野で学ぶ学生への奨学金。

・ 補助金（DG・ＧＧ）グローバル補助金・地区補助金

　人びとによりよい生活をもたらし、地域社会に貢献するロータリアンの活動を支えて

　いる活動。（人道的奉仕プロジェクト、奨学金、職業研修チーム）

＜グローバル補助金＞

　２カ国以上のクラブ・地区が６つの重点分野に関するプロジェクトを協同提唱し、

　立案実施する国際プロジェクトに授与される。

＜地区補助金＞

　地区やクラブの裁量で、地元社会や海外で実施する人道的、教育的、社会的な多種多

　様な奉仕事業に使用することができる。

◎シェアシステム

　・年次基金寄付は、３年後に国際財団活動資金(ＷＦ)と地区財団活動資金(ＤＤＦ)に

　　それぞれ５０％ずつ配分されます。

　・恒久基金寄付は、収益のみがシェアに基づき配分されます。

ロータリアンの寄付

（種類）

（方針） 全額積立 収益使用

　 ↓ ↓

50% 50%

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

ロータリー財団管理委員会が

使途を決定します。
地区が使途を決定します。

寄付目的に使用

年次基金寄付 恒久基金寄付 その他の基金寄付

三年後に全額使用

シェア

地区財団活動資金＝ＤＤＦ国際財団活動資金＝ＷＦ



【本日のニコニコ】

♣　 本日、会員卓話を無事終えて ： 岡    千枝 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

♣　 岡 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長の会員卓話を拝聴して ：伊賀  重夫 会長

♣　 岡 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長の会員卓話を拝聴して ：小宮山 滋 ＳＡＡ

♣　 役員委員長半期報告を無事終えて ：秋山  佳弘 米山奨学会委員長

♣　 役員委員長半期報告を無事終えて ： 岡    千枝 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

♣　 久保田様。トリムの整水器をご購入いただきありがとうございました。：枝園  裕子 さん

【来訪ロータリアン】（なし）

【メークアップ】（１名）

　★　 久保田　剛司　君　（ １月２１日 グァム・タモンベイＲＣ ）

【出席報告】 　第２１６２回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３２名 ５名 ８６.４９％

　第２１６０回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３３名(１) ４名 ８９.１９％

　

【２月１８日(火)の例会】　ＲＩ 創立(115周年)記念夜間例会　（会長・幹事）

　【オークラホテル丸亀１Ｆパブ　午後７時~】
　

【２月２５日(火)の例会】　ＰＥＴＳ報告・ＤＴＴＳ報告

◎2月23日(日)かがわ国際会議場にて開催◎

＜ＰＥＴＳ＞会長エレクト研修セミナー（氏家次期会長が出席）

＜ＤＴＴＳ＞地区チーム研修セミナー（秋山佳弘次期地区米山委員長が出席）

　
　ロータリーの目的
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

　第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

　第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

　第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和

　 を推進すること。

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 TEL；0877-21-6611　　FAX：0877-21-6655

例会日 　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 URL；http://www.marugame-east-rc.com

E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

＜２月４日(火)現在＞

＜１月２１日(火)例会分＊( )内はﾒｰｸｱｯﾌﾟ＞


