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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「学生時代」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 林 徹君 長谷川英輝君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

学生時代

つたの絡まるチャペルで

祈りを 捧げた日

夢多かりしあの頃の 思い出をたどれば

懐かしい友の顔が １人１人うかぶ

重いカバンを抱えて 通ったあの道

秋の日の図書館の ノートとインクの匂い

枯葉の散る窓辺 学生時代

今月の祝福

会員誕生日

9日 中島 宗幸君 21日 長谷川英輝君

夫人誕生日

2日 齊藤 光次君・昌子さん

2日 加知 康之君・育子さん

8日 伊藤 正之君・君子さん

15日 林 鑛三君・時子さん

12日 名畑 豊君・ゆかりさん

19日 伊藤 純君・隆子さん

２０１1 年１１月１１日（金）第２０６９回（１１月第２例会）

26 日 社本 太郎君・富志さん

28 日 高木 修君・洋子さん

結婚記念日

11 日 近藤 太門君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

今月は、ロータリー財団月間と、世界インター

アクト週間でございます。

私自身平成１１年にロータリーに入会して以来１

３年がたちまして、現在会長をやらせていただい

ておりますが、正直言いまして、今までロータリ

ー財団について、あまり勉強してきませんでした。

今日は、地区のロータリー財団の深谷委員長さん

に講師としておいでいただき、財団についての基

本から、ある程度立ち入ったお話までお聞きする

ことができると大変期待しております。

ロータリー財団の使命については、春日井ロータ

リークラブの計画書の中で、場々委員長が述べら

れておりますように、「世界の人々の健康状態を

改善し、教育の支援を高め、貧困を救済すること

を通じて、世界理解、親善、平和を達成すること

にある。」ということでございます。

「ロータリー財団未来の夢計画」は、6 つの重

点分野がありますが、特に保険・人間尊重の分野

ではなんといいましても、ポリオ撲滅プログラム

に対して、財団が最大限効果的支援をしていると

いうことでございます。

このあと、深谷委員長さんから財団について解

りやすくお話をしていただけと思いますが、今日

はロータリー月間で大変お忙しいなか春日井まで



おいでいただき、ほんとうにありがとうございま

した。

宜しくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 犬山 RC 50周年式典開催の案内

日時：2011年 11月 5 日（土）10:00 より

場所：名鉄犬山ホテル

出席予定者：風岡保広会長

② 地区広報雑誌委員長会議 開催の案内

日時：2011年 11 月 8日（火）3:30 より

場所：名鉄グランドホテル

出席予定者：伊藤 純委員長

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 １１月２２日 (火) １１月２０日（日）

ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル

岩 倉 １１月１５日 (木) １１月１５日（火）１２：３０～

ＲＣ
例会場都合の為生涯学習センタ

ー

岩 倉 １１月２２日 (火) １１月２０日（日）

ＲＣ 地区大会の為ウェスティンナゴヤキャッスル

多治見リバーサイド １１月２２日 (火) １１月２２日（火）

ＲＣ 親睦旅行の為奈良ホテル

◎例会休会のお知らせ

○瀬戸北ＲＣ 11 月２２日（火）は休会

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○地区財団委員長 深谷 友尋君

○名古屋城北ＲＣ 後藤 訓美君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 12 名 出席率84.7%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○今月はロータリー財団月間です。本日卓話をさ

せていただきます。

第 2760 地区ロータリー財団委員会

委員長 深谷 友尋君

○久し振りに訪問させていただきました。

名古屋城北 RC 後藤 訓美君

○長男の結婚式にご出席戴いた方々本当に感謝で

す。ありがとうございました。 中島 宗幸君

○深谷委員長御苦労様です。その節はお世話にな

りました。 貴田 永克君

○深谷さんごくろうさま。益々頑張って下さい。

松尾 隆徳君

○深谷委員長さんの卓話を聞くよろこびで。

風岡 保広君

○深谷さんの卓話に！！ 近藤 太門君

○深谷ロータリー財団委員長をお迎えできる喜び

で。 北 健司君

○中日ドラゴンズ CS シリーズ進出を祈念して。

宅間 秀順君

○卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 長谷川英輝君

林 鑛三君 林 憲正君 林 徹君

磯野 俊雄君 伊藤 一裕君 伊藤 正之君

亀谷 鉦一君 加藤久仁明君 加藤 茂君

小島 啓冶君 名畑 豊君 新美 治男君

大畑 一久君 太田 弘道君 岡田 義邦君

志水ひろみ君 清水 勲君 社本 太郎君

高橋 理江君 峠 テル子君 和田 了司君

屋嘉比良夫君 山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

卓話 地区Ｒ財団委員長 深谷 友尋君

「未来の夢計画について」

本日は貴重なお時間を頂きましてありがとうご

ざいます。今月１１月はロータリー財団月間です。

ロータリー財団は 1917 年アーチ C・クランフ会

長は全世界的な規模で慈善・教育・その他社会貢

献の分野で良いことをする為に基金をつくろうと

呼びかけ設立し、間もなくロータリー財団も 100

年を迎えます。

そして、この機にプログラムを変更しました。「未

来の夢計画」です。財団の大きな特徴は持続可能

な成果をもたらすことです。今までの単年度事業

が一年で終わらないようなプログラムを考えて頂

きたいことです。プログラムと運営を簡素化され

ました。簡素化というよりも IT 化されたと理解

した方が良いでしょう、申請、承認が IT によっ

て行われるようになり、世界のニーズに応える最

大の奉仕活動へと進化しました。

ロータリー財団は自分たちのものであるという認

識を高め、より身近なものとして確立されました。

よくロータリー財団は寄付するだけだというご発

言が多くありましたが、この度の新地区補助金制

度の「未来の夢計画」は、それの疑問を解消しま

した。ロータリアンが自ら寄付された浄財を、自

らの奉仕活動に役立つプログラムに変わりました。

「未来の夢計画」の大きな特徴は、前年度に事業

の計画を立てることです。また財団活動の資金が、

教育的プログラムよりも、やや世界のニーズであ

る、人道的プログラムが多くなってきたことも特

徴の一つです。寄付金をどのように活用するかを

決定する自由を寄付者に与えている事もロータリ

ー財団だけです。このプログラムは現在選ばれた

世界１００地区が 3 年間の試験地区ですが、２０

１３年度には全世界で開始されます。

「未来の夢計画」は、地区内の全ロータリークラ



ブから寄せられた年次寄付と恒久基金寄付が 3

年後にシェアシステムにより、国際活動資金 50%

地区活動資金 50%となり、地区活動資金をグロー

バル補助金と新地区補助金に分けられています。

当地区では、地区活動資金からポリオプラスへの

寄贈や平和フェローシップへの寄贈もおこなって

います。国際活動資金からパッケージグランドを

行い、年次寄付の 75%を活用しています。

東日本大震災の復興支援活動も、このパッケージ

グランドを使用することができます。この資金か

ら、本年度陸前高田病院へ医療器具購入に 10 万

ドルの支援を行います。このように 75%の活動資

金を活用出来るプログラムは大きな進化だと思い

ます。

未来の夢計画活動の基盤は、年次寄付、恒久基金、

ポリオプラス、大口寄付です。当地区の寄付額は、

日本の寄付額の 9%にあたり、ロータリー活動が

活発であることを実証しております。皆様方から

の多額なご寄付に感謝申し上げます。当地区の一

人あたりの寄付額は、未来の夢計画へ移行して以

来、増額の傾向にあります。この制度の素晴らし

いをご理解頂けていると思います。

地区の補助金の状況は、８２クラブ中 ６３クラブ

から新地区補助金の申請をいただきました。特例

として今年度に限り奨学生が 1 名採用いたしま

した。グローバル補助金は、昨年度は職業研修チ

ームをアメリカのヒューストンのメディカルセン

ターに 5 名派遣しました。今年度はオーストラリ

アに６名派遣する予定です。一方グローバル補助

金は地区の WCS 委員会・名古屋瑞穂 RC・名古

屋大須 RC より申請があり執行します。東日本大

震災の復興支援も同時に行います。

来年度には、東日本復興支援計画が本格化します。

東日本震災地区のニーズを集約して、東日本大震

災の為の支援チームが間もなく地区内に発足しま

す。リーダーは松前憲典ガバナーです。

被災地の情報を各クラブに公開することによって、

クラブの活性化と同時に支援活動の円滑化を図る

ことを目的に準備を進めております。

この度の４月から設立されたロータリー日本地

震災害復興基金への寄付は、財団への寄付ではあ

りませんので、お間違えの無いようにお願いしま

す。しかし、基金への寄付も個人、法人それぞれ

税制上の優遇措置を受けられます。そして、個人

の寄付行為はポールハリスフェローの認証ポイン

トも同時に受けられます。

また、よくお尋ねになられる質問に、「地区は東日

本大震災への復興支援を行う」とされているが我

がクラブは地域の奉仕活動を計画しているが行え

ないのか？

の質問が有りますが、答えは「出来ます」です。

基本的にはロータリー財団は東日本大震災復興支

援活動を支援しますが、クラブの計画は尊重しな

ければなりません。財団が強制するものではあり

ません。

「未来の夢計画」の良いところは、従来は国際ロ

ータリー・ロータリー財団委員会が定められたプ

ログラムを活用していましたが、未来の夢計画プ

ログラムはロータリークラブが自らプログラムを

計画し申請をすることにより大きな成果をもたら

すように変わりました。

尚、グローバル補助金は重点６分野というルール

枠はありますが、活動内容はすべてロータリアン

によって行われます。

次にポリオ・プラス委員会は昨年度に引き続き、

来年２月にインドにおいて、ポリオの恐怖から多

くの子どもたちを守るワクチン投与活動を計画し

ておりますので、ロータリアンの参加を募集して

おります。

奨学委員会は本年度２～３名の大学院生の奨学生

を募集しております。応募資格は重点６分野の研

究を目指し、大学院の合格を受けた人が対象です。

奨学金は単年度・２年度共に３万米ドルを支援し

ます。

選考委員会は１２月・６月に行います。

更なるロータリー財団活動にご理解ご協力をお願

いしたいと思います。

（米山功労者メジャードナー受賞 新美治男君）

（卓話 地区財団委員長 深谷 友尋君）


