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第 721 回例会

クラブテーマ

11 月 19 日「卓話例会」

「皆で楽しく活動！そしてリーダー

に！」
会長挨拶

高野則子

皆さん、こんばんは。先日はガバナー公式訪問に続き、地区大会にご協力頂きましてありが
とうございました。お陰様で、ガバナーからお褒めの言葉を頂きました。これもひとえに皆様
のお力の賜物です。４月から新年度が始まり約５ヶ月が過ぎ、１つの峠を越えたと思います。
ラグビーワールドカップも終わり、ジョセフヘッドコーチが続投となりました。４年後も楽
しみです。ラグビーワールドカップを、ルールに詳しくないまま、選手の人となりも知らぬま
まに見始めても、心を揺さぶられます。選手が、自分だけのために戦ってはいない事が、視覚
的に分かります。ポジションごとに明確な役割があり、それを全うしつつ、なおかつ他人の役
割を理解して「任せる」ことで、プレー軍が成り立つプロップは、バックスをフッカーがスタ
ンドオフとお互いを認めないと、あのようにはいきません。彼らは、さも当然のようにこなし
ていますが、個性と主張がもてはやされる今の時代、そう簡単なことではないと思うとの記事
を読み、組織の在り方を改めて考えさせられました。皆様のより一層の御協力を頂き、そして
お互いが理解し尊重して、こえからの山を越えたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
幹事報告

第 16 代幹事

荒蒔

事前に連絡徹底のこと
を前提の上での本勤務形態としたい。
（5） ホットゲスト（小谷氏＆西ヶ谷氏）の扱いについて
⇒ “お客様挨拶”で『入会予定者』としてスピーチをいただく旨、提案され承認。
2. これまでのスケジュール
●地区大会： 11 月 9 日（土）～10 日（日）（10 日については、第 720 回例会を振替）
高野会長をはじめ、タパさん及び 13 名が出席
●ピンクリボン ミニウォーク in 埼玉：11 月 9 日（土）
神田 社会奉仕委員長
3．今後のスケジュールについて
12 月 05 日（木）移動例会＆理事会
（地区補助金事業／さいたま市立さくら草特別支援学校様との共同事業）
『ミュージカル劇団の招致』／さいたま市立さくら草特別支援学校
12 月 10 日（火）例会 年次総会
12 月 22 日（日）移動例会 クリスマス家族例会／椿山荘（日程変更）
4. クラブより
●次回例会（移動例会）
令和元年 12 月 05 日（木）10:30 点鐘 さいたま市立さくら草特別支援学校
●本日例会終了後、懇親会を行います（ラフレ 2 階 秋ヶ瀬庵 20：00～21：00）。
委員会報告

ブライダル委員会「12/8 ロイヤルパインズ 21 階 友愛の広場開催のご案内」

例会プログラム

卓話「ロータリー財団について」
講師 野原ロータリー財団部門委員長

1 ロータリーって何？と言われて、どう説明しますか？

良和

「世界ポリオデーのチラシ」を説明 5

1. 理事会（10 月 29 日）報告
（1）
（2）
（3）
（4）

ガバナー公式訪問（11 月 5 日）について
新入会員オリエンテーション（11 月 15 日） 事業企画について
桃栗会（12 月 3 日） 事業企画について
事務局員勤務形態について
⇒名取事務局員の勤務形態について、『3 日事務局勤務＋1 日みなし勤務』が提案
され、承認。本年 12 月 1 日より新勤務形態開始。
彼女の作業習熟度の向上と、幹事との役割分担見直しによって、今年度 3 カ月
を経過した時点で既に、『3 日の事務局勤務』で、例年通りの作業は終了できる
ところまで達成している。
一方で今年度より導入した『LINE グループによるクラブ内コミュニケーション』
によって、クラブ内のコミュニケーション向上・効率化は奏功したものの、本施
策に伴う彼女の対応時間が、土曜日・日曜日や夜間に及ぶようになってきた。し
たがって実質的に“浮いた”1 日分の事務局勤務分を『みなし勤務』として、『働
き方改革』の時代的背景をも鑑み、事務局の効率的な働き方をはかりたいことが、
本提案の背景である。
しかしながら、年度ごとに事務運用方法は異なることが想定されることから、
本勤務形態は、年度が替わる度に見直すものとし、また
●緊急を要する状況となった場合には、本勤務形態に捉われないこと
●『3 日の勤務形態日』に、緊急事態等で勤務できなくなった場合には、その旨

2 奉仕にはカネが必要であることを引き出す。
数字を理解することが組織を知ること
3 ロータリーの誕生とロータリー財団の誕生とその関係について考えてみましょう。
〇ロータリー財団（TRF）は何故作られたか？
RI とは？

Rotary

Ⅰnternatinal
1905 年

TRF とは？

The

国際ロータリー（ＲＩ）との関係？

Rotary

収入

シカゴにて設立
Foundation

法人の名称は、

人頭分担金

ロータリークラブの連合体
収入

年次基金などの寄付

「国際ロータリーのロータリー財団」

ロータリー財団の標語

「世界で良いことをしよう」

RI の目的を推進するため、寄付収入を奉仕活動のため資金を維持・管理・投資・運営

（注）恒久基金は、元金は使わず、運用益のみを奉仕活動に使う。
7

ロータリー財団の規模はどれくらいでしょうか？年次基金だけ考えてみませんか？

4 ところで、ロータリアンの会員数、クラブ数、地区の数について考えましょう。
会員数
2770 地区

5

クラブ数

約 2500 人強

2770 地区の規模

地区の数

74

日本

約 90,000 人弱

世界

約 120 万人

2,252

34

35,927

8

525

年次基金

2500 人×200 ドル×100≒50,000 千円

日本の規模目標

年次基金

900000 人×150 ドル×100≒13 憶 5000 万円

世界の規模目標

年次基金

120 万人×100×100≒120 憶円

まとめ
・財団が集めた金は、ロータリーの目的にだけ使うものである。

ロータリー財団には、どんな寄付金収入があるでしょうか？

・年次基金は、3 年後に戻り、100％使える（シェアシスッテム）

財団の活動資金として、ロータリアンからの寄付金があります。

・使える人は、ロータリーアンだけです。

それでは、2770 地区では、TRF に 1 人当たり何ドルの寄付を目標としていますか？

・慈善団体の格付け機関の「チャリチィナビゲーター」は、TRF の内容を

100 ドル

150 ドル

200 ドル

250 ドル

さあ何ドルですか？

12 年間最高の評価しています。

25,000 円（米山寄付と間違える）などがあります。
6

ロータリー財団の寄付の種類は、どのような寄付があるでしょうか？
〇年次基金

200 ドル

〇ポリオ・プラス寄付
会員 1 人当たり合計

1 集められた年次基金は、どのように使われているか？考えてみましょう。

50 ドル

年次基金は何年後に使えるのですか？

250 ドル

何故 3 年後なのですか？

（注）1、年次基金は毎年続ける財団の燃料であり、3 年後のプログラムに使われる。
2、ポリオ・プラス寄付は、使途指定寄付である。
〇恒久基金（ベネファクター）
1 クラブ当たり
会員 50 名以上のクラブ

3 年後

1名

財団職員の給与や事務運営費に使われる

（まとめ）このような経費を増えたお金で賄うことで、皆さんの寄付は、ほぼ全てが

1000 ドル （1000×100＝100,000 円）
ベネファクター

ベネファクター

増えた金は、何に使うのですか？

増やすためです

2名

1名

3 年後の奉仕活動に使えるのです。
2 皆さんから寄付されたお金は、3 年後に使えることが分かったと思いますが、ではどのようなお金
の流れで、どのようなプロジェクトに使われるのでしょうか？

シェアシステムという言葉を引き出す
シェア（SHARE）とは？共有・分配・分け合う

例

カーシェア

3 年後に、WF と DDF に半分ずつ分けられ。
DDF は、さらに地区で分けられて、グローバル補助金と地区補助金に分けられる。
グローバル補助金を使うことで、WF から同額のお金が支給される
（テキスト

シェアシステムと基金寄付の資料 P83 を見て説明・確認）

3 皆さんのクラブで、地域社会や国外の奉仕活動を行っていると思いますが、
ロータリー財団の補助金でどのような活動をしていますか？
・地域社会での奉仕活動（公園への植樹など）
・海外での奉仕活動（学校への本の寄贈など）
地区補助金とグローバル補助金を引き出し、補助金はこの二つだけを認識させる。
（テキスト

補助金モデルの資料 P82 を見て説明・確認）

4 グローバル補助金を使ったプロジェクトを行った発表があったら、使う時の条件を引き出す。
・6 つの重点分野

・持続可能

・測定可能

・3 万ドル以上の大規模で国際的なプロジェクトであること
・プロジェクトの発掘方法等
5 6 つの重点分野という言葉が出ましたが、何でしょうか？
（テキスト

ロータリ財団 6 つの重点分野の資料 P87 を見て説明・確認）

スマイル報告
高野則子会長 気温の差が激しく、インフルエンザの流行が例年より早いそうです。皆様、お
身体に気を付けましょう。
柳川一嘉副会長 本日も宜しくお願い致します。野原様、財団の卓話を楽しみにしています。
小川松雄次年度会長 野原ロータリー財団部門委員長様、卓話をよろしくお願い致します。

野原哲夫パスト会長
例会日 第 1・３火曜日大変寒くなってまいりましたので、健康に気を付けましょう。本日は
点鐘 19:00 第 2 火曜日 点鐘 12：30
「ロータリー財団について」の卓話講師をさせて頂きます。よろしくお願いします。
例会場 ラフレさいたま 5 階
事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205
井上博明パスト会長 野原ロータリー財団部門委員長、本日は楽しく勉強させていただきま
す。
三上等パスト会長 本日もよろしくお願いします。
本多正和パスト会長 本日もよろしくお願い致します。
竹内儀治会員 今晩は。本日はロータリー財団の勉強をさせて頂きます。野原部門委員長様、
どうぞ宜しくお願い致します。
林佳孝会員 今年のインフルエンザは流行が早く、先日ついに一医療機関あたりの患者数が、
1.0 を越えました。皆様、体調に気を付けてがんばりましょう！
吉田八代美会員 少し寒くなりました。皆さん、風邪をひかれない様、お過ごし下さい。もう
１１月半ばです。あっという間に１２月末になります。体に気を付けてください。

11/19 11,000 円（会員）累計 262,000 円
（ビジタ）累計 62,000 円
（2019.7 月～

月日
11/19

会員
総数
30

出席
10

欠席

出席率

20

33％

