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（一部要約にて掲載）

地区財団資金推進委員会
相模原中 RC 会員皆様には、日頃よりロータリ

田後

隆二 委員長

・ポリオプラス寄付

40 ドル以上/１名

ー財団へのご寄付にご協力頂き、誠にありがと

・恒久基金寄付

1,000 ドル以上/1 クラブ

うございます。またロータリー財団月間にあた

を掲げており、例年通りですが今年度もご協力

り、卓話の機会をいただき、感謝申し上げます。

をお願いしまして、既に目標を達成されている

本日は皆様に快くご寄付頂けるよう、ロータ

当クラブの皆様には心より感謝申し上げます。

リー財団の基本的知識と、寄付金の活用等につ

更に久保田ガバナーは、年次基金寄付の地区

いて、2020～2021 年度 ロータリー財団ハンド

総額 50 万㌦以上、ゼロクラブゼロ、ゼロ会員

ブックを使ってお話しさせて頂きます。

ゼロという目標を掲げられています。ゼロクラ

ご寄付は自発的なもので、強制されるべきも

ブゼロの目標はお陰様で、毎年達成しておりま

のではないことが大前提ですが・・、地区目標

すが、地区総額 50 万㌦以上という数字は、会

額はハンドブック 4 ページに記載の通り、

員総数を 2,500 名（実際は約 2,300 名）とし、

・年次基金寄付

全員 200 ㌦以上で達成できる計算になります。

200 ドル以上/1 名

ゼロ会員ゼロ達成も目標は高いですが、ご協力
お願い致します。

WF：World Fund（国際財団活動資金）
DG：District Grants（地区補助金）

ロータリー財団を理解するには、用語の知識が

GG：Global Grants（グローバル補助金）

必須です。まず寄付の種類です。ハンドブック（以

実施年度からみて 3 年前の年次寄付額をシェア

下、ハンドブックは略）5 ページをご覧ください。

することから、実施年度、申請年度（計画年度）、

〇年次基金寄付

確定年度、資金年度という言葉を使います。

3 年間運用し、運用益はロータリー財団の管理

すなわち、久保田Ｇ年度（2020-21 年度）では、

運営費に充てられます。元金は全額、地区補助

杉岡Ｇ年度（2019-20 年度）の申請・計画に基づ

金・グローバル補助金などとして活用されます。

き、大谷Ｇ年度（2017-18 年度）の年次寄付額が

〇恒久基金寄付

シェアされます。また、久保田年度（2020-21 年

元金は使用しません。1 年間の運用益のみが、

度）での申請・計画は、田島年度（2021-22 年度）

地区補助金・グローバル補助金などとして活用

に実施されます。

されます。恒久基金は意識されていないクラブ
が多いようです。

クラブ奉仕プロジェクトへの DG は、皆さんに
一番関心のあるところだろうと思います。クラブ

クラブごとの過去 3 年分の財団寄付額一覧が、29

奉仕プロジェクトにかかる DG の概要は 8 ページ

ページにあり、成績表みたいで心苦しいのですが、

にあり、申請予定の場合は地区補助金説明会に、

貴クラブの状況も記載の通りです。

必ずご出席ください。説明会や参考資料について

〇使途指定寄付

は 10 ページをご確認下さい。

ポリオプラス（19 ページ）などの使途を指定し

地区奨学金は、国内から海外の大学・大学院等

た寄付です。プラスとは、はしか、ジフテリア、

に留学する学生に支給されます。良くある誤解で

破傷風、百日咳、結核を指します。残るはパキス

すが、財団奨学生と米山奨学生・青少年交換留学

タン、アフガニスタンの 2 か国だけですが、当該

生とは違います。

国の症例数は、なかなか減少していかない状況に

財団奨学生は国内から海外へ留学するため、留

あります。

学中は、我々との接点はほとんどありません。留

【野生型ポリオウイルスによる病例数】

学を終え帰国してから、財団学友としてロータリ

アフガニスタン
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ーの活動に参加してくれます。

パキスタン

DDF・GG（DDF のうちの GG）は、使途が 7 ページ

和センター、ポリオプラスなどに使用され、2021
年 7 月から「環境の保全」という新たな重点分野
が追加されます。GG プロジェクトは、重点分野に

次に「シェアシステム」についてお話しします。

該当する大規模・中規模プロジェクトです。

6 ページには、シェアシステムを理解しやすくし

VTT：Vocational Training Team（職業研修チ

た架空の金額です。実際の地区財団活動資金の収

ーム）は 20 ページをご覧頂き、最近の実例は 37

支は 28 ページに記載があり、皆様からのご寄付

38 ページに記載されていて決して多くありません。

がどのように活用されているのか、何に役立てら

GG 奨学金は、地区奨学金と同様、国内から海外

れているのかについてご説明します。
まず 7 ページをご覧頂き、活動資金、補助金の

の大学院等に留学する学生に支給されます。但し、
6 つの重点分野に限定されます。

種類と決定機関の名称を整理したいと思います。

平和ｾﾝﾀｰ・平和ﾌｪﾛｰは 21-24 ページをご覧下さ

TRF：The Rotary Foundation（ロータリー財団）

い。我が国では国際基督教大学（ICU）に平和セン

DDF：District Designated Fund（地区財団活動資金）

ターが設置され、毎年約 10 名の平和フェローが、

大学院博士前期課程に所属し、平和と紛争解決を
中心とする国際問題研究に従事しています。

財団プログラムを通じて優れた奉仕活動を実践
したロータリアンを表彰するものです。

平和フェローの一覧は 41 ページにあります。

ロータリー財団の基本理念と歴史については、

当地区もホストエリアを構成し、カウンセラーを

1,2 ページに記載の通りです。「世界で良いことを

お引き受けしていることから、例年、平和フェロ

しよう（Doing good in the world）」という基本

ーが地区大会に参加してくれます。また、クラブ

理念と、100 年以上前の 1917 年に提案したアーチ

からのご希望があれば、ICU の授業日程と調整の

C. クランフ（Archibald (Arch) Cooper Klumph）

上、例会での卓話訪問は可能とのことです。

のお名前はご記憶に留めて頂ければと思います。

以上、当地区の寄付金活用事例を紹介しました

地区ロータリー財団委員会の役割については 2

が、TRF 全体の収支は 30 ページ記載の通りです。

-4 ページに記載の通りで、委員会組織は大・中・

19 ページの「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」から

小の 3 層構造になっています。

の倍額寄付を含め約半額が、ポリオプラスに費や

大委員会

－ロータリー財団委員会

されています。

中委員会

－補助金委員会

〇100％ポール・ハリス・フェロー・クラブ

小委員会

－補助金配分・VTT 委員会

正会員全員がポール・ハリス・フェローとなっ

平和フェロー・奨学金委員会

たクラブ（1 度限り）

補助金管理委員会

〇100％ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ

資金推進委員会（ポリオプラス・

1 年度中に正会員全員が年次基金、ポリプラス

ロータリーカードを含む）

基金、グローバル補助金プロジェクトのいずれ

クラブの財団委員会の役割については、4,5 ペ

かに合計 1,000 ドル以上寄付したクラブ
〇年次基金への 1 人当りの寄付額上位 3 クラブ
各地区で 1 人当りの年次基金への平均寄付額が

ージに記載の通りです。財団寄付の意義・重要性
について、会員の皆様にご理解と自発的なご寄付
を促して頂きますよう、宜しくお願い致します。

上位 3 位（少なくとも 50 ドル以上）のクラブ。
また冠名基金、冠名指定寄付も用意されています。
11 ページに一部記載があります。寄付者または特
定の方のお名前のついた冠名基金、または冠名指
定寄付として、ご寄付頂くことも可能です。
RI（国際ロータリー）会長によるロータリー賞

●菅野 宏一君（相模原ＲＣ）
久々にメイクにお邪魔します。その節は大変お世
話になり、ありがとうございます。

には、財団寄付に関する項目もあります。15,16

●佐々木会長、小崎幹事

ページです。

①皆さん、こんにちは。コロナ感染者の急増やインフ

〇ロータリー財団功労表彰状
ロータリー財団と関連した活動に積極的に取
り組んだロータリアンを称える賞です。
〇ロータリー財団特別功労賞
ロータリー財団において、模範的な奉仕を実践
したロータリアンに与えられる財団最高の賞

エンザの流行も心配ですね。体調管理、気をつけ
ましょう。
②ゲスト卓話の田後会員、地区お役目ご苦労様です。
③本日お祝の横江会員、中里会員、藤本会員、おめ
でとうございます！
●永保 固紀会員

です。ロータリアンは功労表彰状を受賞後、少

令和二年相模原市民文化賞を受けました。いろい

なくとも丸 4 年が経過してから、財団特別功労

ろな場面で、皆様方のご支援を受けましたことに、

賞の候補者となる資格を得ます。

お礼を申し上げる次第です。

〇ロータリー財団地区奉仕賞

＜裏ページに続く＞

●藤本 恵介会員
入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。
あっという間に５年経ってしまいました。
●中里 和男会員
①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。
５５回目になります。

【コロナ感染症対策】
コロナウイルスの感染
が再び拡大し、第 3 波と
みられる状況に警戒感が

②田後さん、卓話よろしくお願いします。

広がっています。十分な

●田後 隆二会員

警戒が必要な状況が続い

①お祝の皆様、おめでとうございます。

ており、会員皆様にも引

②卓話、がんばります。

き続き、十分なご注意を

●金沢 邦光会員

お願い致します。

菅野さん、ようこそ。フィリピンに贈った「目の洗浄
器」を安く購入させて頂き、ありがとうございました。

【クラブ会長の権限】
当クラブの会長に就任させて頂いてから 5 カ月

●伊倉 正光会員

が経過しようとしております。会長として何もで

①田後地区委員長、卓話ご苦労様です。

きておりませんが、毎週毎週、会長の時間スピー

②１１月お祝の会員皆様、おめでとうございます。

チを考えている中で、そもそも会長の役割とは何

●小野 孝会員

なのか、何のために会長が存在しているのかにつ

①結婚記念日祝の横江さん、中里さん、入会記念日

いて考える機会があり、本日はクラブ会長の権限

祝の藤本さん、おめでとうございます。
②卓話の田後さん、よろしく。

と役割についてお話ししたいと思います。
ご存知の通り、当クラブには相模原中 RC 定款・

●横溝 志華会員

細則・内規という 3 つの決まり事があります。こ

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

の内、メインとなるクラブ定款は当クラブが独自

②田後会員、卓話を楽しみにしています。

に定めたものではなく、RI が定めた標準ロータリ

●冣住 悦子会員

ークラブ定款に準拠しています。

①１１月のお祝の皆様、おめでとうございます。

では例えば、あるクラブが標準ロータリークラ

②田後さん、卓話楽しみにしています。

ブ定款ではなく、独自のクラブ定款を定めたいと

●大井 達会員

言い出したら、認められるのでしょうか？

①結婚記念日、入会記念日お祝の皆様、おめでとう
ございます。

これは原則として認められないことになってい
て、国際ロータリー細則で「すべてのクラブは今

②田後さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

後のあらゆる改正を含め、標準クラブ定款を採用

③１１月ですが、暖かな日和で、助かります。

するものとする。」（2.030）と定められています。

●豊岡 淳会員
①結婚記念日、入会記念日祝の皆様、おめでとうご
ざいます。

では標準ロータリークラブ定款に、クラブ会長
の権限はどのように定められているかと言います
と、何らの権限も認められておりません。つまり

②卓話の田後地区委員長、宜しくお願いします。

会長の権限について、クラブ定款には一切の規定

●阿部 毅会員

がありません。

①財団月間の卓話、田後会員宜しくお願いします。

RI が推奨しているクラブ細則には、会長の任務

②結婚記念日の横江・中里会員、入会記念日の藤

に関する既定がありますが、それも「会長はクラ

本会員、おめでとうございます。
今年度のスマイル累計額 ２８１，２００円

ブの会合と理事会において議長を務める」という
内容で、会長はクラブ会合や理事会の司会進行係

という程度の記載しかなく、ここから読み取れる

やはり理事会の決定が正しかったと思います。

RI の考えは、クラブ会長に会合の司会進行は任せ

【クラブ会長の役割】

るが、何らの決定権限も認めないというものです。
では権限は誰にあるのかと言いますと、それは
「理事会」にあります。標準ロータリークラブ定
款には、次のような規定があります。
「本クラブの

ではクラブ会長の役割とは何なのでしょうか。
法的に何の権限もないのだとすると、クラブ会長
の存在価値はどこにあるのでしょうか。
私が考えるクラブ会長の役割は、アドバルーン

管理主体は、細則に既定される理事会である。」、

のように空高く上がって、相模原中 RC がここに

「理事会は全役員および全委員会に対して統括的

存在していることを、内外に示すことにあるのだ

管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのい

と思います。もちろん中身はスカスカですので、

ずれをも罷免することができる。」、
「クラブのあら

何らの権限もないですが、中 RC はこのような奉

ゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なもの

仕活動や、コロナ禍でも毎週欠かさず元気に例会

であって、クラブに対して提訴する以外にはこれ

をやっているということを対外的にアピールする

を覆す余地はない。」

のが会長の役割のように思います。

会社の場合、会社法で代表取締役の権限が記載

またクラブ内部に向け、できる限り会員皆様が

されています。会社法 349 条 4 項では「代表取締

楽しく例会や奉仕活動に参加できるように、情報

役は株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁

発信や雰囲気作りに努めたりすることが、クラブ

判外の行為をする権限を有する。」と規定されてい

会長の役割ではないかと考えております。

て、
代表取締役に強大な権限が認められています。

私が毎週末にメールや LINE で Zoom のご案内を

会社の社長とクラブ会長は、同じように「長」と

したり、ロータリークラブの歴史を調べて例会で

いう文字が使用されていますが、法的な見地から

報告しているのは、皆様に少しでも参加しやすい

しますと、その権限には雲泥の差があるわけです。

例会を作っていきたいとの考えに基づくものです。

では、なぜ標準ロータリークラブ定款に会長の

本日はクラブ会長の法的見地からの権限と、私

権限は何もないことにされているのでしょうか。

の考える会長の役割をお話しさせて頂きました。

RI は、なぜこのような規定にしたのでしょうか。
これは推測ですが、クラブにはいろいろな会員
がおり、どのような人が会長になるか分からない

毎年、市から 1 人だけ選出

ので、会長一人にクラブの方針を決めさせるのは

される「市民文化賞」を戴く

危険ということだと思います。クラブの重要事項

ことになりました。今回は主

の決定を一人に委ねるのではなく、少なくとも複

に教育活動に対してで、幼

数の理事による議論に委ねた方が良いというのが

稚園もいろいろな改革があ

定款を作った RI の考え方だと思われます。

り、その活動に携わってきま

それを踏まえて、当クラブの今年度実績をみま
すと、RI の考え方が正しかったことが、図らずも
証明されているように思います。
私はコロナ禍での会長就任にあたり、何よりも
コロナ感染を防ぐのが重要であると考え、例会の
開催数を半分（つまり月 2 回）に減らした方が良
いと考えましたが、理事の意見は Zoom を併用する
等、コロナ感染対策を十分に行なえば、これまで
通り例会を月 4 回開催できるというもので、この
5 カ月を振り返ってれば、今年度もこれまで毎月 4
回の例会が無事に開催できているわけですから、

した。今後も皆様のご支援を
宜しくお願い致します。

＜理事会報告＞
①１２月２２日（火）年度最終 夜間例会の件
当初、敦煌（アルコール無し）で予定でしたが、他
団体の宴会で利用できず、通常例会（昼間）に。
②来年１月１２日（火）新年夜間例会の件
１８：３０～「小田原屋」にて。アルコールあり。
③非接触型体温計 購入の件。
例会受付にて、検温を実施する。国内メーカー
（タニタ）製 送料込で６，０５０円の購入承認。
④市より、コロナ補助金の決定通知の件
飛沫感染対策用パーテーション５枚の購入承認。
９９，０００円は市より補助あり。消費税分９，９００円
はクラブ負担にて。
⑤奉仕事業「チャレンジチルドレン」の可否の件。
来年３月に予定していたが、コロナにより「けやき
体育館」の人数制限もあり、中止とする。
また地区補助金は全額、地区へ返金とする。
⑥奉仕事業「ホースセラピー」の実施について。
屋外活動により、この活動のみ実施予定。時期は
来年５月頃を予定。経費はクラブ負担とする。
⑦コロナ感染陽性者が出た場合のクラブ対応の件
保健所の指導・指示により対応する。
⑧その他
・会場マイクの使い回し→除菌シートを用意
・会報写真撮影時→撮影時のみマスクを外して頂く

〇結婚記念日祝

・増強特別委員会の設置→会長とエレクトにて相談

・横江

利夫会員

１１月１１日

・来月の理事会日程の変更→１２月８日にて

・中里

和男会員

１１月１２日

〇入会記念日祝
・藤本

出席報告
会 員

出席（出席対象 22 名）

事前メイク者

２９名

２２名

３名（Zoom）

欠席者

本日の出席率

修正出席率(10/27)

２名

９２．５９％

2015 年 11 月 17 日

報告事項
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①久保田ガバナーより公式訪問のお礼（回覧にて）

９２．５９％

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

恵介会員

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

例会プログラム
１１月２４日「情報集会４グループより報告」
担当：各グループ代表、冣住委員長
１２月

１日年次総会「次年度理事役員の発表と
承認」担当：会長、指名委員長

例会記録
点

鐘

１２時３０分

場

所

「敦煌」

司

会

豊岡

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー
ビジター

菅野

淳ＳＡＡ
伊倉

正光会員

宏一君（相模原 RC）

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実
●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

