
 

通巻第９６１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

点    鐘   会長  高野 祐二 

唱  和  四つのテスト 

ソ ン グ   奉仕の理想 

会長挨拶   会長  高野 祐二 

幹事報告   幹事  板倉 孝雄 

プログラム   

1. 奨学金授与式 ニルシカ様  

2. 5月誕生祝い 

  小髙 徹 会員、花澤 正明 会員 

3. 卓話 
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高野 祐二 会長 

 
皆様こんにちは。コロナの状況はいまだ改善されず、

また大阪・東京・兵庫では緊急事態宣言が発令されるとい
うことであります。ここ大網白里市の感染者数は昨日現在
で115名となっております。ワクチン接種開始時期は６月
中からとなっておりました。ワクチン接種券の送付は７５
歳以上の方が４月２０日で昨日の発送予定となっており
ます。まだまだ厳しい状況が続くと思われますが、油断を
しないよう気をつけていただきたいと思います。 

 本日は、当クラブが新たにお世話役を務めることとなりましたスリランカ出身、千葉科
学大学在学中であります米山奨学生のマハナマさんが出席しております。再来年の３月ま
で２年間受け持つこととなりました。佐藤会員がカウンセラーとなっております。 
いろいろご苦労おかけすると思いますがよろしくお願いいたします。 
 さて、本日はロータリー財団についてお話をさせていただきます。 
1．ロータリー財団とは？ 

知っているようで知らない、判っているようで判らないのが「ロータリー財団」。 
財団とは寄付を取るだけの団体？・・・そうではありません。 
ロータリーの組織構成の重要な一つです。 
ロータリーという組織の運営 → 国際ロータリー → 管理運営は会費で賄う 
実践的な奉仕活動のための資金 → ロータリー財団 → 奉仕活動は寄付金で賄う 
ロータリー財団は世界中のクラブや会員が実際の奉仕活動をするための資金を集めて配分
する組織です。RIの双子の弟のような組織です。 
 
 2．いつ頃、どうして出来たか？ 
ロータリーが出来てから間もなく、地域社会に寄与する意識が生まれました。またほぼ１
０年後の１９１４年から第一次世界大戦がはじまりました。主戦場だったヨーロッパで、
戦傷者が多くでました。参戦せずに無傷だったアメリカではヨーロッパの戦傷者を支援す
る機運が興りました。この機運を受けて１９１６－１７年度のロータリークラブ国際連合
会会長だったアーチ・クランフが１９１７年６月１８日アトランタで開催された第８回ロ
ータリー年次大会で「世界でよいことをしよう」と提案しました。 
 
 3．世界でよい事をする為に 
これに続いてアーチ・クランフ会長は「良い事」をする為には資金が必要なので、そのた
めの基金を作ることを提唱しました。これが「ロータリー基金」であり、現在のロータリ
ー財団の基です。このことからアーチ・クランフは「ロータリー財団の父」と言われてい
ます。このロータリー基金の設立は日本のロータリーになじみが深い「決議23-34」や「五
大奉仕」などよりずっと以前の事です。 
 
 4．その後のロータリー財団 
１９２８年に「ロータリー基金」から「ロータリー財団」と名称を変え、ロータリークラ
ブの世界的な拡大と共に大きくなりました。世界の多くのロータリークラブとロータリア
ンは「他の人の為になることをする」と言う、ロータリーの基本精神の「service」に則っ
て「世界でよい事をする」活動をしています。 
 
 5．ロータリー財団は何をしてきたか？ 
世界のロータリアンやクラブが「世界でよい事をする」為の資金的な支援をしてきました。
「WCS」「マッチング・グラント」などという言葉を聞いたことがあると思います。これら
はロータリー財団がクラブの活動を支援する際の支援方法です。但し、今は支援方法が変 
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板倉 孝雄 幹事 より 

 

1.スリランカの食料支援にご協力頂きありがと

うございます。里子より皆さんにお礼のお手紙

が届きました。 

 

2.本日米山奨学生がお見えになっていますが、

このコロナの影響から、クラブが休会などやむ

を得ず米山奨学生に例会で奨学金を支給できな

い場合は、奨学生の銀行口座への振り込みや、

会員から個別に渡していただくなど、柔軟な対

応も出来る事になりましたので、次年度も引き

続きお願いします。 

 

※「奨学金受領確認書」に振込控えまたは通帳

コピーを添付していただくことで、奨学金授受

の確認が取れる事になりました。 

 

3. 2020-21年度地区大会記念ゴルフ大会につき

ましては、先にご案内させていただきましたと

おり、4/8を締め切り期日として各グループ担当

ガバナー補佐を通じて申し込みとなっておりま

したが、コロナウイルス感染拡大状況の影響か

らか、参加申し込み登録者数が、予定しており

ました組数に満たない状況との事です。 

参加者を追加で募集との事ですので、是非頑張

れる方は申し込んでみて下さい。 

4月28日まで先着順（予定人数に達した時点で

受付終了）です。 

 

4. 4月18日、談義の集い（草の根的な自学自

習の集い） 各クラブ5～6名 地区内82クラ

ブを全14回に分けて開催、会場は2790地区ガ

バナー事務所で受けて来ました。 

なかなか良いお話もありましたが、短めには話

せませんので、後日時間があればお話をさせて

頂きます。その中でハイブリット例会、私は初

めて聞きました。オンライン例会は、インター

ネット上で集まる例会。ハイブリッド例会は、

通常のリアルな例会＋オンライン例会いわゆる

両方を兼ねた例会です。都心ではこのような例

会もやっているそうです。 

全員でやる例会をリアル例会と言うそうです。 

これからはこういう事も踏まえ例会の在り方を

考えていかなくてはいけないのかなあと思って

おります。 

わりました。 
 6．資金の支援方法の改革 
西暦２０００年の頃、RIは何十年も続いたそれまでの漫然とした活動の継続を大胆に見直
しました。その結果が「ロータリー戦略計画」であり、ロータリー財団に於ける「未来の
夢計画」です。RIの戦略計画ではロータリー活動そのものを見直し、財団の夢計画では各
クラブが財団の資金を使いやすくしました。 
 7．ロータリー財団の重点は何か？ 
RIの最優先項目である「ポリオプラス」「世界平和の構築」と共に「6つの重点分野」を中
心とした「人道的奉仕」です。 
ロータリー財団はRIが掲げる目標の達成のためにRIと一体となって世界のロータリーの
活動の支援をしています。これを「ワンロータリー」といいます。 
 8．具体的には？ 
a.ポリオプラスとは 
地球上に何百万人もの患者がいたポリオを根絶する壮大な挑戦です。ロータリーを中心

とした３０年を超える長年の活動の結果、現在ではポリオの新たな発症は大幅に減少しま
した。このように驚異的な成果を見せています。完全な根絶までに「あと少し」です。 
b.６つの重点分野とは 
 ・平和の推進 ・疾病との闘い ・きれいな水の提供 
 ・母子の健康 ・教育の支援  ・地元経済の成長 
です。人々が最低限の基本的人権のもとに生活できる事を目指しています。世界ではこれ
に程遠い生活をしている人達が何億人といます。平和で豊かな日本では想像もつかない生
活が世界のいたるところにあります。 
 9．ロータリー財団はこれからの活動を支援 
グローバル補助金 
 クラブや地区が企画する海外のクラブや地区と協力した上記の重点分野に関する活動に
対する補助金です。 
地区補助金 
 クラブや地区が企画するロータリーの目的に即した活動に対する補助金です。活動地は
国の内外を問わず、協力相手の地区やクラブは必須ではありません。 
但し、両方の補助金は決められた方法で申請をする必要があります。 
この他にロータリー財団が直接主導する活動のための資金もあります。 
 10．何故ロータリー財団への寄付が必要か？ 
私たちロータリアンはロータリーの基本理念である「奉仕の理念」I deer of Service を
実現するため様々な奉仕プロジェクトを実践しています。ロータリー財団はロータリアン
や他の個人、法人からの寄付金を財源として奉仕プロジェクトを財政的にサポートしてい
ます。すなわち、私たちの寄付はロータリーの基本理念実現のためのひとつの手段といえ
ます。 
「寄付は第二の奉仕」、皆様からの寄付で「世界でよい事」が出来るのです。 
このようなことから、私が今年度皆様にお願いしております、寄付金活動のご理解を求め
る次第であります。あくまでも強制ではありませんので、ご協力していただける方はよろ
しくお願いいたします。少し長くなりましたが挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

米山総学生ニルシカさんへ 4 月分の奨学金が高野会長

より手渡されました。 

 

 

 

千葉科学大学の二ルシカです。 

今日はありがとうございました。皆様より歓迎のご挨拶を頂き 

本当にありがとうございます。今日の例会ではいろいろなお話

しを聞くことが出来ました。また、美味しい食事もご馳走にな

り本当にありがとうございました。 

これから卒業研究と就活が同時に始まりますが、奨学金をいた

だくことで、学費のためにアルバイトに充てていた時間を一層

社会貢献、国際交流、卒業研究などに注力できると考えます。皆様、これからもよろしくお願い致し

ます。 
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4月奨学金授与式 



 

 

板倉 孝雄 幹事 

 

 

 

 

期  日 2021年6月24日（木） 

会  場 季美の森カントリークラブ 

    TEL 0475-73-0109 

競  技 ペリア方式Ｗカット  

6インチワングリップＯＫ 

集  合 8時30分 

スタート ＩＮスタート 9時37分 4組 

プレー費 １２，７００円 

会  費 ３，０００円（賞品代として） 

※クラブ補助金有り 

パーティー 無し（表彰式のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２時３０分より視聴 

大網ロータリークラブ事務所にて  

 

 

大網白里市 社会福祉協議会 

 

生活支援体制整備事業説明 
 

 

 

 

 

 

 

 

【1.大網白里市の人口構成の推移】 

大網白里市の65歳以上の人口は、令和3年4月1日現在で、16,004人【対前年比＋244人】と増加傾

向にあり、全人口に占める割合は32.8%（対前年比＋0.7％）で、約3人に一人が高齢者という状況に

あります。今後も、高齢者の人口比率は増加していくものと予想されます。 

 

【2.大網白里市の人口構成の推移】 

このまま、高齢者が増加し、若い世代が減少していくと、将来的には、高齢者1人を若い世代1・2

人で支える「肩車社会」になると言われています。 

高齢になっても、健康で元気に活躍できる環境づくりが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3.大網白市の介護保険制度の現状】 

大網白里市の介護保険制度を運営するための特別会計の各年度決算額の推移です。 

平成12年度に始まった当初から比べると、19年間経過した令和元年度には、その事業費は4倍以上

に膨れ上がっています。この増加に伴い、公費負担とともに、被保険者の保険料負担も大幅に上昇し

ています。今後も、介護保険制度の安定運営を図っていくためには、制度の持続を可能とする対策を

講じていくことが必要です。 

 

【4.介護保険料基準額の推移】 

私たちが納める介護保険被保険者の保険料です。介護保険の運営費を維持するため、保険料も大幅に

上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 
ポリオ・プラス 財産寄付 授与式  

大網ＲＣ親睦ゴルフ大会開催  

5/9 (日) 地区大会動画配信視聴  



 

 

国際ロータリー第2790地区（千葉県） 

会場 アパホテル＆リゾート幕張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.7.1～2020.6.30  

＜大網ＲＣ 地区大会表彰者＞ 

 

 

 

四之宮 由己 会員 

 

ロータリー財団メジャードナー 

2019-2020年度に累計あるいは一括で

これまでの寄付額1万ドルに達した会

員及びレベルアップした会員です。 

 

 

 

 

四之宮 由己 会員 

 

 

 

板倉 達夫 会員 

清宮 建治 会員 

 

ロータリー米山記念奨学会に対する創

立記念特別寄付をしたクラブ 

創立記念特別寄付10万円以上寄付し

たクラブとして掲載されました。 

 

●大網ロータリークラブ20周年 

●東金ビューロータリークラブ20周年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

5/9 (日)  地区大会開催  

ロータリー財団寄付 メジャードナー 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

米 山 功 労 者  


