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SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　里の秋

◆Ｂ．Ｇ　Ｍ　　「ハーモニカで綴る想い出の歌」より

鐘の鳴る丘

五木の子守歌

刈干切唄　　他

◆ゲ ス ト　　ドブロボリスカヤ・アンナさん

　　　　　　　（米山奨学生）

会長の時間 会長　平野　英壽

今月は「ロータリー財団月間」です。
ロータリー財団の使命は、手続要覧を見ると「地

域レベル、全国レベル世界レベルの人道的、教育

的、文化交流プログラムを通じて、ロータリーへ

の綱領とロータリーの使命を遂行し、かつ世界理

解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努

力を支援することである」と記述されています。

一般的にクラブは、３つの方法でロータリー財

団に寄付することができます。

○年次プログラムへの寄付…財団のすべての教育

および人道的プログラムの主な支援源です。

○特定プログラムやプロジェクトを支援する使途

指定の寄付…一定のロータリー財団プログラム

（具体的には、マッチング・グラントおよびポ

リオ・プラス）に対して行うことができ、資金

の使用予定が具体的に定められているため使途

指定であるとみなされます。なので、ロータリ

ー財団はこの寄付による収益から利益を得るこ

とが出来ません。

○恒久基金…ロータリーの将来への投資です。寄

付の多くが、米貨10,000ドル以上の大口寄付

か、もしくはロータリアンの最終資産計画によ

る寄付の形となっています。

2005－2006年度ロータリー財団委員長のフラ

ンク. Ｊ. デブリン氏（2000－2001年度ＲＩ会長）

は、「ロータリアンに100ドルを今年度、そして

毎年寄付して頂きたい」と考えています。当クラ

ブは昨年、4,602ドルをロータリー財団に寄付い

たしました。今年度も多くの方に、クラブの目標

である2,600ドルに近づけるようご協力願いたい

と思います。

◆出席報告　　　　　副委員長　衛藤　秀子
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幹事報告 幹事　木村きぬゑ
─ロータリー財団月間─

今週は「世界インターアクト週間」(11 月５日
を含む１週間 ) となっております。

１．本日の卓話
『ロータリー財団月間に因んで』

溝部仁ロータリー財団委員長
２．本日のゲスト

ドブロボリスカヤ・アンナさん（米山奨学生）
３．委員会報告

・社会奉仕委員会　　村津忠久委員長より
４．本日、「日母おぎゃー献金基金」より感謝状

が届いておりますのでご披露致します。
５．本日例会終了後、13：40 ～「第５回定例理事・

役員会」を開催致します。
６．お祝い

会員誕生日　　河村貴雄会員（11 月２日）
＊記念品をお渡し致します。

７．次週の予定
「少子高齢社会と税」

別府税務署　署長　灘
やなぎ

田
だ

敏
とし

之
ゆき

氏
８．本日の回覧

①佐伯ＲＣ　週報
９．本日の配布

①ロータリーの友 11 月号
②ガバナー月信（工藤寛昭ガバナー年度）最終号
③週報 795 号
④「国際ロータリー長期計画について」鳴海淳

郎Ｒ情報委員長

もみじ谷奉仕作業に
ご参加いただける皆様へ

来る　平成 17 年 11 月５日（土）もみじ谷
に於いて下記の通り奉仕作業を行います。
ご参加の程よろしくお願い致します。

記
日　時　　平成 17 年 11 月５日（土）
　　　　　８：30 集合　９：00 ～作業開始
集合場所　　別府ロープウェイ高原駅大食堂前
作業内容　　下枝の剪定、つる草の根切り

（約２時間程度）
　　　　　終了後　昼食
用　意　　山作業のできる服装

作業用ゴム手袋（お持ちでない方
には準備致します。）

　　　　　剪定ばさみ、剪定鋸
　　　　　　※お持ちの方はご持参下さい。

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長
河村ＳＡＡ久しぶりのタスキがにあいます。

○木村会員
急用で大阪までいって来ます。

心配事ではありません。
例会休んで仁先生のお話しを聞けないのが残

念です。
○鳴海会員

昨夜油屋熊八さんの息子さんである油屋正一
さんとゆっくりお会い出来、色々面白い話をう
かがうことが出来ました。

○村津会員
「もみじ谷」を通る一気登山道の要所「第

二九電橋」の補修に、11月４日から取りかか
ります。

御骨折り下さる平野工務店に感謝してスマイル。
○溝部会員

本日は私の卓話です。準備に十日程かかりま
した。

○河村会員
お誕生日のお祝い有難うございます。1950

年生れなのでちょうど55才になります。
この一年はゴーゴーですから積極的な気持ち

でいろいろなことに挑戦します。
○上妻会員

今日から11月、どうやら秋らしさも目立っ
てきました。気温の変化も大きいので風邪に気
を付けましょう。

○薬真寺会員
衛星放送「チャングムの誓い」は、終わりま

した。楽しみが半減いたしましたが、同じＮＨ
Ｋ衛星放送で、毎週土曜日夜９時に、「寅さん」
全48本が連続放送されています。学生の時に
見た印象と全くちがった、角度、印象で、毎回
家族愛、特に「おいちゃん」「おばちゃん」「さ
くら」に胸うたれています。

○吉冨会員
学園での記念式典をひかえて、多忙の溝部仁

ロータリー財団委員長、本日の卓話もお願い致
します。

○近藤会員
先週ロータリークラブを欠席して沖縄でスキ

ューバダイビングとウェイクボードなるマリン
スポーツを楽しみました。力一杯頑張った為、
一週間もたつのにまだ体が痛い。次回は水上ス
キーにチャレンジしたいと、年がいもなく考え
ています。

○後藤(孝)会員
先週は所用で、東京に行って来ました。自由

な時間ができたので、生まれてはじめて靖国神
社にお参りしました。公的か私的かは誰も聞い
てくれませんでしたが、国民の一人として、心
を込めて参拝して来ました。

○亀井会員
別府の街にＡＰＵの学生さん達の国際色豊か

な色々なお店が出来ています。
楽しみでいっぱいです。
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○大島会員
本日「ゆめさき」のお誕生日です。皆様方の

おかげです。感謝してスマイル。
○津末会員

今日のスマイルは女よいよい祭りに協力させ
て致だきます。別府は夜の町です。みんなで協
力して成功してほしいと思います。

○衛藤会員
今日から11月。早いものですね。皆様のお

仲間に入れて頂いて丸２年が過ぎました。今後
共よろしくお願いします。

○大久保会員
久しぶりの出席です。
朝晩めっきり涼しくなって来ました。
たてつづけに回りに不幸ごとが続きましたの

で欠席しましたが、皆さんお身体に気をつけて
頑張りましょう。

○赤嶺会員
いよいよ11月になり肌寒くなってきました。
今日は私にとっても大事な一日の始まりで

す。お店のリニューアル４周年でチャリティ
ーイベントを致します。昨年３周年では、あの
痛ましい中越地震がありました。私達で何か出
来る事はないかと始めたチャリティーではあり
ましたが、今年も何か皆でしましょうという事
で、たまたま先日遊技場組合さんが児童福祉の
チャリティーゴルフをしていて、罰金ガールで
お手伝いに行ったのをきっかけにとても感銘を
受け、身近でこんな事があるのだと、今年は地
域貢献で児童福祉の乳児院の方に寄付させて頂
く事になりました。少しでも多くの募金をつの
る為、今日はスタッフ皆で仮装して頑張ります。

○梅津会員
もう11月です。今年も後二ヶ月になりました。
いつも多数のスマイルありがとうございます。
先日の農業祭の花の祭典で私の会社の社員が

入賞し「フラワー産業議員賞」を岩屋たけし先
生からいただきました。又11月の行事「女酔
宵まつり」も頑張りましょうネ。

委員会報告

社会奉仕委員会報告
委員長　村津　忠久

今週の土曜日（５日）、予定通り「別府もみじ
谷奉仕作業」を行います。

天気の長期予報は、当日「曇」ですが、小雨決
行で実施致します。体調不良の会員は、大事をと
って参加を見合わせて下さい。

作業内容は、曹友会のみなさんは草刈り、
Ｒ.Ｃ.会員は、下枝の剪定をして頂きます。よろ
しくお願いします。

卓　　話 ロータリー財団委員長　溝部　仁

ロータリー財団月間に因んで

初 級 編
１　次の文章は、ロータリー財団について述べたもの

であるが、（　）に適切な言葉を埋めよ。15 点以下は、
追試する。　　　各５点

自己採点　　　点
　ロータリー財団は、毎年、内容が変更し、ロータリー
の委員会の中で、最も複雑な委員会の一つである。あ
まりにも複雑なために、昨年日田で基調講演した熊本
西南ＲＣ森山会員以外に全部を把握していないという
のが現状である。地区では、森山会員の後釜を養成し
たいというのが課題であると聞いた。このくらいに難
しい委員会である。そこで、まず最低限知らなければ
ならないことから復習してみたい。幹事報告・月信や

『ロータリーの友』を読んでいれば、満点の筈である。
　平野英壽会長が、ロータリー財団への寄附のために
貯金箱を提案したが、ロータリー財団を英語で略すと

（①ＴＲＦ）いう。寄附額のレートは、平成 17 年 10
月現在、１ドル＝（② 112）円である。
　たとえば、100 ドルを寄附すると、（③ポールハリス
準フェロー）という。これを 10 回分すると（④ポール
ハリスフェロー）になる。ロータリー財団は、我々か
らの寄附によって、世界的な奉仕活動をしている。有
名な活動は、ポリオ・プラスが顕著な例である。ポリ
オの撲滅の目途が立ったので、現在次の活動を模索し
ている。2005 ～ 06 年度、ステンハマーＲＩ会長は、『超
我の奉仕』のテーマのもとに、（⑤水保全）と（⑥識字率）
の向上が注目すべき二つの緊要な問題であると強調さ
れている。ステンハマーＲＩ会長は指摘しなかったが、
エイズの撲滅も緊喫の課題であるように思われる。
　上記の寄附は、一旦、ロータリー財団の金庫に入る
が、（⑦　３　）年後に地区財団活動資金（District 
Designated Fund［注１］）として（⑧　60　）％〔2006
年から 10％下落〕が戻り、地区の活動資金として使える。［注２］

だから 100 ドルでも多く寄附をすると、結果として我々
に戻って来るのである。
　2003 年５月のＲＩ理事会において次のような標語が
決定された。
Every Rotarian, Every year

［注１］この頭文字を略してＤＤＦという。間違いやす
いのが、地区補助金（District Simplifed Grants）
である。地区補助金は、略さない。

［注２］ゴシック部分は、中級に属するものであるが、
我々の寄附がどの様に処理されるかを知るため
に、敢えて、初級とした。

初 級・中 級 編
２　ロータリー財団について述べたものであるが、（　）

に入る適切な語句を下記語群から選んで記号を記せ。
10 点は取ってほしい。　　各２点

自己採点　点
　ロータリー財団は、非営利財団法人で、貧しい人々
や有意義なプロジェクトに対し世界各国で（① オ ）に
裏付けられた補助金を支給し、奨学生や教員・実業人
および専門職業人の国際交流に教育補助金を支給して
いる。この財団の目標は、（①）的プログラムおよび教
育プログラムに補助金を授与することによって世界の
人々の間に理解と友好関係を増進することである。
　この財団は、国際ロータリー第（② ソ  ）代会
長（③ ク ）氏の提唱で（④ ス ）年に基金として発足、
1928 年の国際大会で『ロータリー財団』と名付けられ
た。
　ところで、ロータリーでは毎年（⑤ カ ）に全クラブ
が財団月間を実施するようになっている。この月間は、
クラブが財団プログラムを支援・推進・（⑥ ア ）する
特別月間である。月間中、財団の活動を広く知らせ
る手段として、ロータリー財団補助金受領者その他
が、（⑦ コ ）や教育機関や地域社会の会合で、ロータ
リーについて講演するように示唆されている。財団の

（⑧ イ ）および（①）的諸事業についての知識と理解
を深め、財団の推進に役立つプログラムを実施するＲ
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就いている者でなければならない。

③ポリオ・プラス・プログラム
　ポリオ撲滅のために、ロータリー財団は、ワクチン
接種のための援助を行ってきた。
1988 年に終了した。日本は、49 億円集めた。しかし、
ポリオの撲滅はできずに、2002 年より、日本は 1,600
万ドルの寄附を要請されている。2005 年現在で、1,350
万ドルとなっている。ポリオは完全に撲滅されてはい
ないが、それを上回る困難な問題点が発生している。
2005 ～ 06 年度、ステンハマーＲＩ会長は初級編⑥と
⑦を指摘したのである。

①人道的プログラム
Ａ　群

（１）地区補助金（District Simplifed Grants）（ａ、ｅ、ｈ）
（２）個人向け補助金（Individual Grant） （ｂ、ｃ　 ）
（３）マッチング・グラント（Matching Grant）（ｆ、ｊ　 ）
（４）健康、飢餓追放、および人間性尊重補助金（ｄ、ｇ、ｉ）

Ｂ　群
（ａ）2003 年より『ヘルピング・グラント』、『新人道的補助金』と『輸

送補助金』とを併せて上記の補助金となった。
（ｂ）『ロータリー・ボランティア』と『世界社会奉仕助成金』と

を併せて、2003 年にスタートした補助金である。
（ｃ）開会でのボランティア活動などに対して補助されるもので、

個人では、米貨 5,000 ドルが最高である。
（ｄ）3 －Ｈ（Health,Hunger and Humanity Grant）プログラ

ム
（ｅ）この補助金の財源は、District Designated Fund、所謂、

ＤＤＦである。
　　但し、ＤＤＦの 20％が上限である。

（ｆ）同額補助金の名称変更。
（ｇ）1998 ～ 99 年度より、シェア・システム（共有し合う）の

人道的分野に含まれるようになった。
（ｈ）この補助金は、ガバナー・エレクトと地区財団委員長が額

を決定する。
（ｉ）1978 年の東京での国際大会で提案された。
（ｊ）他国の人々との理解と友好関係を増進させるための、人道

的な国際奉仕プロジェクトに対して補助する財団の重要な
プログラムである。

自己採点　①と②合計　　点／ 40 点

本日の結論と将来への飛躍
　以上で試験を終了します。追試の者は補習をしま
す。これまで述べてきたように、ロータリー財団は
大変複雑で、２年毎の規定審議会で内容が変更され
ている。これに追い付き、理解するのは、甚だ困難
であるように思います。何故ならば、我々の生活と
は無縁だからです。ただ、理解が深まると、鳴海淳
郎先生がよくおっしゃるように、『ロータリーが好き
になる。』と推断しても過言ではありません。ここに
挙げた用語は、ロータリー財団の基本になる用語で
す。できるだけ記憶の隅に止めておいて下さい。

Ｉ指定の月間である。
　財団が実施する事業のうち我々に馴染みが深いのは、
ＧＳＥであろう。数年前、イギリスから一行が来日し、
観月例会に招待したり、会員宅に宿泊したのは、記憶
に新しいところである。ＧＳＥとは、（⑨ シ ）という。
1965 年に発足したロータリー財団の国際交流プログラ
ムである。他国においてその国民や諸施設を研究し、相
互の問題や抱負を理解し、チームの歓待によってロータ
リアンを有意義な国際奉仕プロジェクトに参加すること
が目的である。具体的には、国を異にする（⑩ ウ ）つ
の地区がペアを組んで行われている。残念ながら［注１］、
ここ数年は地区で採用されていない。

［注１］2002 ～ 03 と 2004 ～ 05 の扱いが異なる。詳
しくは、上級編で。

語　　群
（ア）理解（イ）奨学金事業（ウ）二（エ）ハーバート・テイラー
（オ）人道主義（カ）11 月（キ）1918（ク）アーチ・クランフ
（ケ）参加（コ）クラブ例会（サ）博愛主義（シ）Group Study 
Exchange

（ス）1917（セ）クラブ協議会（ソ）６（タ）交換留学生事業
（チ）７（ツ）10 月（テ）三（ト）Group Study Exercise

上 級 編
３　下記は、ロータリー財団の活動を分けたものであ

るが、Ａ群と関係の深い事項をＢ群から選んで記号
を記せ。（　）に入る事項は、一つとは限らない。

各２点
　　なお、紙面の関係で、②と③を前段に、①を後段

にした。

②教育的プログラム
Ａ　群

（１）国際親善奨学金（Ambassadorial Scholaship）
…（ｃ、ｆ　　）

（２）研究グループ交換（Group Study Exchang）
…（ｅ、ｇ　　）

（３）大学教員のためのロータリー補助金 …（ａ、ｄ、ｈ）
　　（Rotary Grants for University Teachers）

（４）ロータリー世界平和フェローシップ …（ｊ　　　　）
　　（Rotary world Peace Fellowship）

（５）ロータリー平和および紛争解決研究プログラム …（ｂ、ｉ　   ）
　　（Rotary Peace and Conflict Studies Program）

Ｂ　群
（ａ）自国以外の低所得国で奉仕する者のための補助金
（ｂ）2006 年より３年間試験的におこなわれるプログラム
（ｃ）帰国後も『親善使節』として行動するように勧奨されて

いる。
（ｄ）1999 年より、ロータリアンとその親族にも補助される

ようになった。
（ｅ）ロータリアン以外の４名のチームで組織する。
（ｆ）多国民間との理解と友好の増進に寄与するために、適性

を持つ男女を他国の教育機関で勉強させ、その留学費用
を支給する制度。

（ｇ）2002 ～ 03 年度より隔年、しかし、2004 ～ 05 年度に
おいて元に戻った。

（ｈ）ＤＤＦの枠内でこの補助金を選んだロータリアン地区に
授与される。

（ｉ）タイのバンコクにあるチュラロンコーン大学で実施。
（ｊ）毎年 70 名の優秀な者が選ばれる。但し、職業に
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「10」とは…そう、私たちの大分トリニータの背

番号 10、マグノアウベス選手の背番号です。

　私は、トリニータがＪＦＬ、Ｊ２の頃からの大

ファンで、ホーム戦には必ず応援に駆けつけてお

ります。平成 15 年にＪ１に昇格後も、Ｊ２降格

の危機をチームとファンが一体となって乗り越え

ました。また、チームが毎年、少しずつ強くなっ

て行く姿を見て、我が子の成長を見るようで感激

いたしております。

　今年は、シャムスカ新監督のもと、マグノ選手

の背番号と同じ「10 位」以内を目指して、残さ

れた試合を戦い抜いてください。

　そう言えば、弊社のある「別府タワー」の住所

地も北浜３丁目“10 番”なんです…（笑）

次回は、中島澄人会員です。

会員コラム 津末　美代子




