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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 

＜ソング＞ 我等の生業 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

国際ロータリー第２６３０地区 

ロータリー財団奨学金委員会アドバイザー 

桑月  心 様 

（2010～2011 年度ガバナーノミニー・高山ＲＣ） 

 

＜会長の時間＞ 三枝 祥一 

 

 昨日、高山ライオンズクラブ５０周年記念式典並びに祝

賀会に出席させて頂きました。 

厳かの中にも、素晴らしい記念式典、祝賀会でありました。 

その中でのガバナーの挨拶で、今の大変な時代の中、どの

クラブ、会での同じ悩みを言われていました、それは、会

員の減少と高齢化の問題です。 

わが高山中央ロータリークラブは、会員皆様のご努力でぜ

ひこの問題に対処していただきたいと思います。 

さて、今日は皆さんが聞かれたことのない制度についてお

話したいと思います。 

それは、リバースモーゲージ制度です。 

日本語で言いますと、要保護世帯向け長期生活支援資金制

度といいます。 

生活保護制度は皆様ご存知のとおりですが、福祉資金の増

大に伴う国費の出費増で考えられた制度で、評価額５００

万円以上の不動産を所有している人が対象で、生活保護資

金の１．５倍の資金を貸付する制度です。 

評価額がなくなると、生活保護に戻り不動産は国へ移るわ

けです。 

私は、こういう制度にお世話にならずに人生をまっとうで

きるようがんばって生きたいと思っております。 

 

＜幹事報告＞ 副幹事 岩垣津 亘 

 

＜高山市社会福祉協議会より＞ 

・「第３回 高山市社会福祉大会」開催のご案内 

日  時：12 月 6日（土）13:30～ 

会  場：高山市民文化会館 小ホール 

基調講演＝辻 イト子さん 

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞ 

・人権教育啓発ドラマのテレビ放映について 

  タイトル：「アイム ヒア 僕はここにいる」 

  放 映 日：12 月 5 日（金）10：25～11：23 

  放 送 局：中京テレビ放送 

 

◆会長  三枝 祥一   ◆幹事  足立 常孝   ◆会報委員長  津田 久嗣 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

774 回
48 名 42 名 33 名 － 78.57%

前々回

772 回
47 名 41 名 32 名 6 名 92.68%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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WEEKLY REPORT 
2008～2009年度 高山中央RC会長テーマ 「 ひとつの心で 」

＜出席報告＞ 
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＜本日のプログラム＞ロータリー財団委員会 

＜卓話＞ 

国際ロータリー第２６３０地区 

ロータリー財団奨学金委員会アドバイザー 

桑月  心 様 

 

昨年は主に財団の歴史・理念について説明させていただ

きました。今年は①寄付について②寄付をしてから使うま

で③寄付金の使い道についてお話します。特に③では

2013 年度から世界中で導入される未来の夢計画と新補助

金そしてポリオ撲滅のためのゲイツ財団からの一億ドル

チャレンジ寄付とロータリー財団の対応を話します。時間

の関係上②からはじめて、③を説明します。 

財団用語はたくさんあり、わかりにくい面があるがどう

しても理解してもらわなければならないのは DDF という

ことばです。DDF とは District Designated Fund で直訳

すれば地区指定基金になりますが地区活動資金といいま

す。これは３年前の年次寄付の 50%と当年までの恒久基金

利息の 50%からなり、地区が使途決定権をもっています。

したがって、2008－09 年度の今年の DDF は３年前にさか

のぼって 2005－06 年度の寄付金から割り出されます。注

意して欲しいのは DDF は現金ではなく、あくまでペーパレ

スで帳簿の上の話だということです。これを使わせてもら

い地区が RI 指定の人道的プログラム、教育的プログラム

を行うと昨年話しました。これが②寄付をしてから使うま

でのおおまかな過程です。そこで本年は寄付金の使い道に

関するこれからの方向性についてお話します。先ずわかり

やすいのはポリオ・プラスとチャレンジ寄付です。ご承知

のようにマイクロソフトのビル・アンド・メリンダゲイツ

財団から、ロータリー財団（The Rotary Foundation で略

して TRF）に、ポリオ撲滅のため一億ドルの補助金が寄せ

られ、これを受けて TRF は 2008 年１月１日～３年間にわ

たり同額の一億ドルを募金することとなりました。具体的

には１クラブ 1,000 ドルを３年（合計 3,000 ドル）にわた

って寄付するものです。現金でもよいし、DDF を使っても

良いというものです。当 2630 地区は地区財団委員会で検

討の結果、１クラブ 1,000 ドル×３年×80RC＝240,000 ド

ルの 2630 地区割り当て分を全額 DDF の余剰金から「ロー

タリーの１億ドルのチャレンジ」に寄贈することとなりま

した。なぜ DDF に余剰金があるかといいますと、国際親善

奨学生の奨学金辞退と地区補助金等への応募が少なかっ

たからです。なお、従来のポリオプラスへの寄付はこの件

とは関係なく続けられるようお願いします。高山中央クラ

ブが毎月始めにポリオプラスのために募金箱を回すのは

大変いいことだと思います。 

次に「未来の夢計画」と「新補助金」についてお話した

いと思います。2017 年にロータリー財団は 100 周年を迎

えるにあたって、TRF が立ち上げた次の 100 年間の奉仕活

動のための方向性とロードマップ（具体的計画）を「未来

の夢計画」といいます。新しい財団の使命声明は「ロータ

リー財団の使命は、ロータリアンが、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ことです。」で

新しい標語は財団の父アーチ・クランフが財団を立ち上げ

たときの「世界でよいことをしよう」という言葉です。こ

の目標のため 2013－14 年に現在の補助金制度が前面的に

変わります。構成は A.新地区補助金と B.グローバル補助

金と二種類に分かれます。現在の補助金は 14 種類あり、

その簡素化をねらっています。新地区補助金は DDF の 50%

までをあてることができ、現在の地区補助金に似ています。

一括して TRF から地区財団委員会の決めた DDF50%以内の

その年分が一括地区に振り込まれ、地元でも海外でも地区

がその使用に決定権を持ちます。（現在の地区補助金は一

口 30 万円です。）グローバル補助金は 6種類の重点分野に

かぎり授与されます。①平和と紛争予防②疾病予防と治療

③母子の保健④水と衛生設備⑤基礎教育と識字率向上⑥

経済開発と地域開発です。ここで注目しなければならない

のは環境問題が重点分野にはいっていないことです。年２

回７月と１１月に東京で開催される日本全地区のロータ

リー財団地域セミナーで TRF のオスターランド事務長に

そのことを質問したら残念ながら向こう９年間は入らな

いということでした。このグローバル補助金は 1.パッケ

ージ・グラントと 2.クラブ＆地区計画補助金の二種類が

あります。1.は重点６分野を専門とする共同団体と長期的

な共同関係を結んでいくものです。この場合補助金の額も

大きいので競争的審査がありますが、地区とクラブの財政

的支援が必要ありません。これはポリオプラスのように大

規模で長期的、持続可能なプロジェクトを念頭にいれてい

ます。じつは新補助金の本当の狙いはこの一点だといえま

す。決議 23－24 でうたっている職業奉仕の理念から大規

模で目に見える持続的なプロジェクトをいわば団体奉仕

への方向転換であります。昨今問題になっている決議 23

－24 の手続要覧、ロータリー章典からの削除と実行性を

もたない歴史的文献への棚上げはすべてこの問題をめぐ

っています。2.は地区やクラブが計画した教育的・人道的

プロジェクトにたいし、WF（国際財団活動資金）からマッ

チング（組み合わせ）を行います。WF とは DDF 以外の残

りの 50%の寄付金で TRF が管理しています。これはほぼ現

在のマッチンググラントと同じです。さいごに一つ注意し

たいのはすべての財団プログラムは 2013－14 から新補助

金かグローバル補助金に振り向けられ、国際親善奨学生の

ように両方にはいるものもあります。違いは新補助金は地

区の DDF を使い、グローバル補助金の場合地区は DDF を使

わなくてもよく、全額 TRF がだすということです。 



第 774 回 H20･11･10 

 

 

 

 

１１月のお祝い 

 

＜会員誕生日＞ 

 

仲谷 政美   Ｓ１９年１１月 １日 

高原 清人   Ｓ３２年１１月 ２日 

橋本 修    Ｓ２３年１１月１２日 

山本 辰男   Ｓ２７年１１月２１日 

清水 幸平   Ｓ２６年１１月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

 

平林 英一   紀子    １１月 ６日 

村瀬 祐治   ひとみ   １１月 ８日 

高原 武夫   優子    １１月２４日 

松之木映一   洋子    １１月２６日 

岡崎 壮男   さとみ   １１月２９日 

 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

 

高原 清人   Ｓ５６年１１月 ２日 

加藤 盛雄   Ｓ５４年１１月 ５日 

足立 常孝   Ｓ５３年１１月 ８日 

岡崎 壮男   Ｈ ４年１１月 ８日 

村瀬 祐治   Ｓ５９年１１月１０日 

堀之内由雄   Ｓ３６年１１月１２日 

山本 辰男   Ｓ５３年１１月１４日 

島  良明   Ｓ５０年１１月１６日 

永田 富次   Ｓ４１年１１月１７日 

和田 良博   Ｓ５４年１１月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 今日は、財団月間の卓話でお世話になります。 

RI2630 地区ロータリー財団奨学金委員会アドバイザー

桑月心 様 

 

本日の講師ガバナーノミニーの桑月心様、今日はロー

タリー財団奨学金委員会アドバイザーの立場でご講

演・ご指導」お願い申し上げます。 

理事役員一同 

 

ガバナーノミニー（地区ロータリー財団奨学金委員会

アドバイザー）のご来訪を歓迎申し上げます。また、３

日の５クラブゴルフでベスグロと準優勝を頂きました

ので、ニコニコへ。           三枝 祥一 

 

ガバナーノミニー桑月心様 本日はご苦労様です。当

クラブがＲＩ会長賞受賞と言う嬉しい知らせが来まし

た。各項目を出来る事からクリアーして行き、良い結果

に繋がりました、会員の皆様ありがとうございました。 

松之木 映一 

 

桑月 心様のご来訪を歓迎申し上げます。寒くなって

きました、カゼなどひかないよう健康に留意し、公私

共頑張っていきましょう。       溝際 清嗣 

 

本日出張にて欠席させて頂きます。岩垣津副幹事よろ

しくお願い致します。また、３日の５クラブゴルフで３

位になりました。ニコニコへ！      足立 常孝 

 

３日高山５クラブゴルフコンペで、今年も高山中央Ｒ

Ｃが団体優勝をしましたので、ニコニコへ。しかし私は、

ニコニコではありません。         島 良明 

 

５クラブゴルフで当クラブが優勝しました。私は戦力

外でした。               新宮 一郎 

 

本日、早退します。  冨士井 忠男・久々野 国良 


