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佐世保ロータリークラブ　 　　　　　　　　　山口　剛史様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　　太田　博道様
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本日の出席率７７.５％：会員数４０名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さん、 こんにちは。 いよいよ師

走になりました。 年をとってくると

一年一年が早く過ぎ去っていくよう

に感じられます。 これから益々寒

さが続いて行くと思われますので、

健康に気を付けて下さい。

　今日の卓話は国際ロータリー第

２７４０地区２０１３～２０１４年度ロータリー財団地区委員長の山田 

晃君です。 長崎南ロータリークラブで幹事も務められて大変忙

しいだろうとお察し申し上げます。 今日はロータリー財団のことに

ついて勉強させていただきます。 よろしくお願い申し上げます。

　火曜日にはセントラルホテルでの第一回例会の佐世保西ロー

タリークラブへメーキャップをしてきました。 雰囲気の違いがあり、

ロータリーソングの後、 互いに友情の握手交換をされるということ

です。 丸テーブルでの和気あいあいの例会場でした。

　昨夜はきらきらチャリティ大パーティーに多数参加していただき

ありがとうございました。 多くの料理を用意していただきました奥

様方には御礼申し上げます。 ごちそうさんでした。 楽しい時間

を過ごさせていただきました。

　寒さを吹き飛ばす健康法を紹介したいと思います。 ふくらはぎ

は 「第二の心臓」 と言われています。 血液は体内を循環しなが

ら全身の細胞に酸素や栄養を運んでいます。 心臓から遠いふく

らはぎをマッサージして血液をスムーズに流れるようにすると身

体が暖まります。 この冬の寒さを 「ふくらはぎマッサージ」 をして

暖かくお過ごしください。 ありがとうございました。

本田実 親睦活動委員長
　来週１２月１２日 （木） の忘年家族会、 よろしくお願いいた

します。 献立は中華料理になります。

宮﨑正典 中央会幹事
　１２月２２日、 佐賀ロイヤルゴルフクラブで開催の第３回中央

会の参加者は現在２０名です。 前日の前夜祭のみの参加もお

待ちしています。 　

 １．例会変更　　
　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　 １２月　８日( 火）→１８：００～

　　　　 デハール号　レンブラントホール使用不可日のため　　　 

　     伊万里ロータリークラブ
　　　 　１２月１１日( 水） １２：３０→１８：００～

　　　　 例会場　忘年会の為

　　　伊万里西ロータリークラブ
　　　　 １２月１９日( 木） １８：３０～

　　　　 伊万里迎賓館　叙勲祝賀会の為

 　　　 　　　　　 　　　　 

２．来　　信   

    ・松浦ロータリークラブ
　　  創立４０周年記念誌

　　 　　　  

３．伝達・依頼
　　 ・ 本日、 例会終了後理事会をおこないます。 

　　 ・ 来週、 １２日の例会はホテルオークラＪＲハウステンボスで　

　　　 忘年家族会です。

昭和２２年１２月　９日　山瀧　正久君
昭和２８年１２月１４日    大久保厚司君
昭和１６年１２月２５日　松尾　英機君
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昭和４０年１２月２６日　岡　　光正君
昭和４５年１２月３０日　宮﨑　正典君

佐世保南ロータリークラブ　太田博道様
佐世保南ロータリークラブの太田です。 いつもお世話になっ

ております。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
年末のお忙しい中、 淡々と例会にご出席いただきありがとう

ございます。 また、 本日は国際ロータリー第２７４０地区ロータ

リー財団委員長山田晃君、 佐世保ロータリークラブ山口剛史

君、 佐世保南ロータリークラブ太田博道君のご来訪、 誠にあ

りがとうございます。 心より、 歓迎申し上げます。 さて、 昨日

行われました、 きらきらチャリティー大パーティーにおきまして

は、 会員の皆様、 また奥様方には大変お世話になりました。

おかげさまで、 大変ゴージャスなパーティーになりました。 心

より感謝申し上げます。 本日は国際ロータリー第２７４０地区

ロータリー財団委員長の卓話です。 皆様、 気合を入れて拝

聴いたしましょう。 委員長よろしくお願いいたします。

牟田憲市君
結婚記念日の花束ありがとうございました。

松尾英機君
地区ロータリー財団山田委員長、 ご来訪そしてゲスト卓話、

誠にありがとうございます。 それから、 今月の誕生日のプレ

ゼントありがとうございます。

山瀧正久君
誕生月です。 ニコニコします。

坂井智照君・前田眞澄君
地区ロータリー財団委員長の山田晃君のご来訪を歓迎いた

します。 山田さんは４年前位ですが、 法人会青年部の全国

大会の副委員長としてその手腕を振るわれ、 見事に成功さ

せた立役者です。 ロータリーでも本年度は財団委員長として

地区内を飛び回り活躍されていることと思います。 本日は卓

話、 よろしくお願いいたします。

　
牛島義亮君

本日の西日本新聞に４８年前の太陽劇場と父の写真が掲載さ

れましたので、 ニコニコします。

岡光正君
佐世保中央ロータリークラブに入会させていただき３回目の誕

本日の合計　　　　   12,000 円

本年度の累計　　　 460,000 円

《 ロータリー財団について　》　

国際ロータリー第２７４０地区 
山田晃 ロータリー財団委員長 
　今まで、ロータリー財団のことを「難しい」

「分かりづらい」 「面倒くさい」 とか思って

いませんでしたか？ロータリー財団は、

ただ寄付を集めるところだと思っていませ

んでしたか？ロータリー財団って何でしょう？

 １９１７年、 アーチ C. クランフ国際ロータリー連合会会長は、

「世界でよいことをするために」基金の設置を提案しました。 ２６.

５０米ドルでスタートした基金は１９２８年、 ５ ,０００米ドルにまで

成長し、 「ロータリー財団」 と名づけられ、 国際ロータリーから

独立した別機関となりました。

　２０１３ -１４年度、 ロータリー財団は、 「ポリオの撲滅」 「財団

に対する自覚と誇りを育むこと」 「新しい補助金モデルの導入」

「革新的なプロジェクトへの参加」 という、 ４つの目標を掲げま

した。

　ロータリーは、 １９７９年にフィリピンの子どもたちにポリオ予防

接種をはじめて以来、 パートナー団体とともに懸命な撲滅活動

を続け、 全世界でポリオ発症数を９９パーセント減らすことに成

功しました。 今、 あと少しでポリオを撲滅できるところまできて

います。 しかし、 撲滅を完全に成し遂げるには、 皆さまからの

支援が欠かせません。 ロータリアンはこれまで、 １２２カ国、 ２０

億人以上の子どもたちへのポリオの予防接種を支援してきまし

た。 わずか６０円ほどのワクチンで、 一人の子どもを生涯、 ポリ

オから守ることができます。

　もし財団がなければ、 ロータリーの活動範囲は狭く、 限られ

たものとなるでしょう。 また、 ポリオは依然として世界中で蔓延

していたでしょう。 財団を通じた私たちの活動がなければ、 世

界中の子どもたちは教育や水や医療のない未来を迎えることに

なるでしょう。 固い志と専門的な経験やノウハウを持つロータリ

アンだからこそ、 世界で最も人里離れた土地でも、 世界で解

決が最も緊要とされる課題に立ち向かうことができます。

未来の夢計画とは ・ ・ ・ ？

　２０１７年にロータリー財団は１００周年を迎えます。 この１００周

年を迎えるにあたって、 ロータリー財団をもう一度見直しを行な

生日を迎えました。 ４８歳になります。 これからも長生きした

いと思いますので、 今後ともよろしくお願いいたします。

宮崎正典君
誕生祝ありがとうございます。

１２月　１日　牟田　憲市・良子　ご夫妻
１２月１１日　岩政　　孝・敏子　ご夫妻



第1095回　平成25年12月5日号 P .3

い、 時代のニーズに合ったものに変えていこうと言うのが、 ２０

１３－１４年度からスタートしたロータリー財団の未来の夢計画で

す。

　過去１０年に人道的補助金の数は大幅に増え、 そのために、

手続き上の遅れが見られるようになりました。 その結果ロータ

リー財団は、 補助金構成を簡素化する必要ある、 という結論

に達しました。

　そこで、 年次プログラムの８０％を長期的で影響力の高いプロ

ジェクトに利用し、 ２０％を短期的なプロジェクトに利用するた

め、プロジェクトへの資金配分を根本的に見直すこととしました。

つまり、 このコンセプトの下では、 数が限定された規模の大き

なプロジェクトへ資金を提供していくこととしました。 これは、 補

助金の影響力を向上させ、 全体的な補助金運営の効率化を

図るものです。

　今までと大きく異なる点は、 お金の出所が DG （地区補助金）

と GG( グローバル補助金） の２つに集約されることです。 ロー

タリー平和フェローシップとポリオ ・ プラスは、 今まで通り、 独

立したプログラムとして継続されます。 その他のプログラムは、

原則として廃止になりますが、 地区補助金とグローバル補助金

を利用して同様なプロジェクトを申請することはできます。

　地区補助金　地区は、 地区やクラブが提唱する活動 （職業

研修チーム、 奨学金、 人道的奉仕プロジェクトなど） を支援

するための資金を管理、 配分します。

　ただし、 これらの活動はロータリー財団の使命に沿ったもので

なければなりません。 グローバル補助金　この補助金は、 大規

模な人道的プロジェクト、 職業研修チーム、 奨学金のための

資金として活用でき、 これらの活動はいずれも、 持続可能で、

成果が測定でき、 ６つの重点分野のいずれかに関連したもの

でなければなりません。

　毎年、 ６９０万人の子供たちが、 ５歳の誕生日を迎える前に

命を落としています。 そのうち３分の２、 実に４４０万人の子ども

たちの大半が、 防止可能な伝染病によって亡くなっているので

す。 （中略） 子供たちの死亡は、 助ける手段がないことが原因

ではなく、私たちが手を差し伸べないがために起こります。 ロー

タリアン一人ひとりが責任を負うことで、 数千人の子供たちを救

い、 子供の高い死亡率に対抗することができるでしょう。

２０１３ -１４年度ロータリー財団管理委員長　李 東建　２０１３年 

９月 「管理委員長の思い」 より抜粋

　ロータリー財団の未来の夢計画にスムーズに移行していくた

めには、 各クラブの皆様のご理解とご協力が必要です。 ロー

タリー財団を今後ともよろしくお願いします。

ＳＡＡ：溝上純一郎君

次回例会／１２月１２日１８：３０～

次回献立／中華料理

次回例会会場／ホテルオークラＪＲハウステンボス
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