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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ 我等の生業 
 

＜本日のゲスト＞ 

 国際ロータリー第 2630 地区 

 ロータリー財団推進委員 

          水野 英雄 様 

            （美濃加茂 RC） 

＜本日のビジター＞ 

      高山ＲＣ 早川 宏治 様 

     高山西ＲＣ 井辺 一章 様 

     高山西ＲＣ 伊藤 松寿 様 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛騨地方の山々はみごとな紅葉となり、北アルプスの峰に

は白い冠雪を頂き、たいへん美しい季節になりました。 

日本シリーズは、連夜の熱戦の末中日が敗れ、ロッテが優

勝ということで、残念ではありますがロッテの健闘を称え

たいと思います。 

本日はロータリー財団委員会の担当例会です。講師として

地区財団委員の水野様に来ていただきました。昨年度、水

野様は濃飛分区のガバナー補佐を務められました。私ども

クラブもたいへんお世話になりました。誠にありがとうご

ざいました。また本年度の伊藤ガバナー補佐も本日私ども

の例会に来ていただきました。次年度の予定者の剱田さん

も出席です。まったく偶然の事ですが三代のガバナー補佐

が本日の例会に出席していただいたことになりました。 

さて 11 月はロータリー財団月間です。ロータリー財団と

いうと、毎年寄付をするけど何に使われているかもう一つ

はっきりしないと思っている会員も多いのではないでし

ょうか。 

ロータリーの友 11 月号にはロータリー財団の特集があり

ます。読まれた方も多いかと思います。ロータリー財団は

1917 年に RI 会長のアーチ C.クランフ氏が「全世界的な

規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野で、よりよきこ

とをするために基金をつくろう」と呼びかけによりロータ

リー基金として設立しました。その後寄付も大きくなり、

支援も大きく増やしてきました。そして、2017 年に創立

100周年を迎えるにあたって、ロータリー財団管理委員会

は、「未来の夢計画」を採択しました。それによると、プ

ログラムや運営を簡素化し、補助金も焦点を絞って提供す

るそうです。地区補助金も新地区補助金として改められ地

域ニーズに迅速に対応できるようになるそうです。ロータ

リー財団がもっと身近なものとなればいいですね。 

本日はロータリー財団についてより深い理解が得られれ

ばと思います。水野様、本日は宜しくお願いいたします。 

 

＜幹事報告＞     副幹事 新宮 一郎 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ガバナー補佐研修セミナー/地区委員会委員長研修セ

ミナー/地区チーム研修セミナー/会長エレクト研修

セミナー/地区協議会 報告書 

・ポリオ撲滅 2011年新春チャリティコンサート 

にご協力のお願い 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区事務所より 

・ＷＣＳ補助金（第２次）申請のご案内 
 

◎地区大会実行委員長より 

・地区大会ご出席のお礼 

○高山西ロータリークラブより 

・例会変更/休会のお知らせ 

12月 10日（金）→11日（土）１７：００～ 

ホテルアソシア高山 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当 谷腰 康夫 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

858 回 
48 名 47 名 40 名 － 85.11% 

前々回 

856 回 
48 名 47 名 36 名 9 名 95.74% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2010～2011年度 高山中央 RC会長テーマ 

「心をつくし、力を合わせて」 

＜出席報告＞ 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/ 



第 858回 H22･11.8 

 

 

創立 45周年記念式典及び祝賀会のため 

12月 31日（金）休会 

1月 7日（金）→8日（土） ひだホテルプラザ 

新年家族例会のため 

 

＜高山ライオンズクラブより＞ 

  ・高山５クラブ親善ゴルフ大会決算書 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

ロータリー財団委員会    岡﨑 委員長 

 

＜卓 話＞ 

地区 R財団推進委員会 委員     

美濃加茂ロータリークラブ       

水野 英雄 様 
 

＜ロータリー財団月間＞ 

皆さんこんにちは。R財団推進員会の水野英雄でございま

す。所属クラブは美濃加茂 RCでございます。11月は R財

団月間にてお呼び頂きまして誠にありがとうございます。 

また、日頃より R財団へのご理解とご協力に対しまして心

より厚くお礼申し上げます。 

皆様ご承知の方が多いと思いますが、3年後の 2013-14年

度から「未来の夢計画に基づく新補助金」プログラムに 

 

移行します。本年 7月より全世界で約 100の地区がパイロ

ット地区となり試験期間としてスタートしました。 

私は本年度より R財団推進委員会委員となり 3回ほどセミ

ナーを受けましたが聞けば聞くほど解らないような状況

です。「未来の夢計画」につきましては、後で少しお話し

たいと思いますが、まずここで、R財団の歴史について簡

単に触れてみたいと思います。 
 

1905 明治 38 シカゴロータリークラブ誕生 

1911～13 明治 44 カナダ・イギリス・アイルランドにクラブが結成され国際 RC連合会となる。 

1917 大正 6 アーチ・クランフ会長が R財団の前身である基金の設立を提案する。 

1921 大正 10 日本で最初の「東京 RC」が誕生 

1923 大正 12 決議 23-34「セントルイス国際大会で採択」 

1923 大正 12 関東大震災発生、RI初め世界各地の RCから義援金や義援物資が届く、現在の金額で 

約 3億円に達する。 

1947 昭和 22 ポール・ハリスが逝去し、ロータリアンから多くの資金が寄せられる。 

1947～48 昭和 22 18 人のロータリー・フェローが初めて海外留学を果たし、これが後に国際親善奨学生

になる。 

1979 昭和 54 600 万人のフィリピンの児童にポリオの予防接種を施すための財団補助金がポリオ・ 

プラスの創設のもととなる。 

1985 昭和 60 ポリオ・プラス・プログラムが発足し、世界の全ての児童に予防接種を行うために 

1億 2000万ﾄﾞﾙの募金を開始する。 

1988 昭和 63 ポリオ・プラス・キャンペーンでロータリアンが 2億 4700万ドル募金 

2002 平成 14 深刻な資金不足を補うため Rが 2回目のポリオ撲滅募金キャンペーンを開始し 

1憶 2900万ドルをあつめる。 

2007～09 平成 19 ゲイツ財団からポリオ撲滅を目的として Rに 3憶 5500万ドルのチャレンジ補助金が 

授与される。 

2010 平成 22 R財団が未来の夢計画の 3年間の試験段階を開始する。 

2017  ロータリー財団設立 100周年 

 

 

 

以上が大まかなロータリー財団の歴史です。 
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続きまして、現在の 2630 地区の財団委員会の組織をお話

しさせて頂きます。 

お手元に配布致しました資料をご覧ください。 

ロータリー財団委員会の活動は 3つあります。寄付金を 

（1）協力願う、（2）管理・運用する、（3）活用するの 

3つでありますが、（2）管理・運用するは地区の仕事では

なく TRF（ロータリー財団）の仕事です。 

地区のロータリー財団には 6つの小委員会があります。 

 

R 財団への理解を得て寄付の協力を願う委員会 

○推進員会 ○ポリオ・プラス委員会 

寄付金を活用する委員会 

○補助金委員会 ○奨学金委員会  

○研究グループ交換委員会 ○学友委員会 
 

未来の夢計画について 

今、ロータリー財団（TRF）では、創立 100 周年に備えた

「ロ―タリー財団の未来の夢計画」に基づき、大きな変革

がなされようとしております。 

主な目的は・手続きを簡素化し、地域ニーズに迅速に

対応する。 

・世界の優先的ニーズに焦点を絞り、持続可能で大規模な

プロジェクトを推進する。 

・奉仕の成果をもっと確実なものにする。 

未来の夢計画の標語・・「世界でよいことをしよう」 

R財団の使命・・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。 

6つの重点分野（優先事項） 

・平和と紛争予防／紛争解決 ・水と衛生設備 ・疫病予

防と治療 ・基礎的教育と識字率向上  

・母子の健康 ・経済と地域社会の発展 

以上の事がロータリー財団の管理委員会にて採択されま

した。 

新しい補助金について 

補助金は大きく分けて 2種類です。 

1.新地区補助金 

 一括して地区に支給されるもので、地区財団活動資金

（DDF）の 50％までを利用することができます。 

2.グローバル補助金 

 この補助金は財団の使命に関連する 6 つの重点分野の

一つにおいて、大きな成果と長期的な持続が望める大規

模な国際プロジェクトを支援するものです。 

グローバル補助金には 3種類あります。 

1.クラブ＆地区計画補助金 2.パッケージ・グラント 

3.ロータリー・センター 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致します。     

地区ロータリー財団推進委員   水野 英雄 様 
 

先日のはぐるま会では、小生の手落ちで組合せ表の完成後

にキャンセルし大変ご迷惑を掛けてしまいました。深くお

詫びします。 

高山 RC   岩堤 慶明 様 
 

橋本前会長、岩垣津前幹事、皆様、前年度は大変お世話に

なりました。また、地区大会では、交通部会を担当しまし

たが、お蔭様で雨にも合わず順調に終えることができまし

た。皆様、ご支援ありがとうございました。 

高山 RC   早川 宏治 様 
 

高山中央の皆様には、１０月２日にＩＭまた１０月２３日

２４日の地区大会には大変なご苦労を頂き誠にありがと

うございました。 

高山西 RC   伊藤 松寿 様 
 

久しぶりにメーキャップさせて頂きます。本日はよろしく

お願い致します。    高山西 RC     井辺 一章 様 
 

水野英雄様、早川宏治様、伊藤松寿様、井辺一章様のご来

訪を歓迎申し上げます。水野様には、昨年度大変お世話に

なりありがとうございました。本日は、ロータリー財団に

ついての卓話をよろしくお願い致します。   清水 幸平 
 

水野様、本日はご来訪下さいましてありがとうございます。

卓話をよろしくお願い致します。        岡崎 壮男 
 

水野様、本日はようこそおいで下さいました。伊藤ガバナ

ー補佐、ご苦労様です。井辺さん、早川さんいつもお世話

になっています。              橋本 修 

 

 

 

 
 

水野英雄様、早川宏治様、伊藤松寿様、井辺一章様のご来

訪を歓迎申し上げます。        冨士井 忠男 
 

美濃加茂ＲＣの水野英雄様、ガバナー補佐伊藤松寿様、高

山ＲＣの早川宏治様、高山西ＲＣの井辺一章様のご来訪を

歓迎申し上げます。 

先日のＩＤＭの講師の剱田さん、島さん、三枝さんありが

とうございました。新会員の堀口さん共々勉強させて頂き

ました。二次会では島さんご馳走様でした。松之木 映一 
 

４年間かけて準備を進めてまいりました、中山中学校創立

５０周年記念式典及び祝賀会が多くの関係者のご臨席を

頂き盛大に遂行することが出来ました。また、記念事業の

協賛会を当クラブのメンバーにもたくさんご協力を頂き

ありがとうございました。実行委員長を無事務める事が出

来たことに感謝致します。         剱田 広喜 
 

先日の中山中学校創立５０周年記念では、剱田実行委員長

を初め、山本さん、今井さん、高原さん、そして事務局長

の谷口さんご苦労様でした。大変盛況でした 新宮 一郎 
 

１１月３日のはぐるま会で賞品を頂きましたので。                     

三枝 祥一 
 

１１月３日のはぐるま会で久々に優勝することが出来ま

したので、賞金の一部をニコニコへ。    岩本 正樹 
 

誕生日・結婚記念日のお祝いをありがとうございました。

感謝します。そして、親と妻と自分にも健康であることに

感謝です。                         山本 辰男 
 

中山中学校創立５０周年記念におかれましては、紅白饅頭

の大量注文を頂き誠にありがとうございました。 

中田 専太郎 
 

妻の誕生日のお祝いに感謝して。      平林 英一 

 


