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崎・関西方面へ行ってきます。旅費は15万で普通は積み
立てですが彼女の場合は一括になります。毎年、クラブ
と本人で半々にしていますが、それでも負担が大きいと
昨年から地区に補助をお願いしていましたので今年度も
お願いしようと思っておりました。それから修学旅行のお
小遣いの寄付がまわっていますのでよろしくお願いしま
す。留学生受け入れの補助が20万ほど地区から出るそう
なのでガバナー事務所に申請したいと思います。
12月 ８ 日㈰17：30 〜源新ガバナーエレクトの壮行会が
ホテル青森で開催されます。なるべく多くの方に出席し
て頂き、皆さんの負担を減らしたいので、交通手段とか
補助を考えたいと思ってますので皆さん参加よろしくお
願い致します。
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レベッカ・ニックスさん

誕生日祝い

幹事報告

千葉清彦会員

平野榮子会員

奥井義則会員

源新育子会員

大入武志会員

源新和彦会員

佐々木悦郎会員

山内一晃会員

佐々木悦郎幹事
◎三沢ＲＣ創立60周年記念式典のご案内
２ 月 ９ 日㈰ 10：00 〜
◎11月のロータリーレート １ドル＝108円
◎例会プログラムの変更
11 ／ ５ ロータリー財団卓話
11 ／ 19 次年度地区運営について
◎地区ロータリー財団セミナー
12月 １ 日 青森国際ホテル

ご結婚祝い

ロータリアンの行動規範 山内一晃会長
ロータリアンの行動規範が今まで四つあったのが
一つ増えました。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1.個人として、また事業において、高潔さと高い倫
理基準をもって行動する。
2.取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職
業に対して尊重の念をもって接する。
3.自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、
特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や
世界中の人びとの生活の質を高める。
4.ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とす
ような言動は避ける。
5.ロータリーの会合、行事、および活動においてハラ
スメントのない環境を維持することを支援し、ハラ
スメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報
告した人への報復が起こらないよう確認する。

レベッカさんにお小遣い
この週末にホストファミリー一緒に沖縄
へ来てくれました。 ２ 月ぐらいにわたって
楽しみました。学校に私は友達を作ったし
きのした三沢のスペシャルオリンピックスにかたっ
ていました。今月に私の学校は修学旅行で長崎と関
西へ行きます。修学旅行の大金を払った。ありがと
うございました。本当に楽しみにしています。

会長要件

山内一晃会長
今月はロータリー財団月間になっており
ますので、今日は源新育子会員に卓話をお
願いしております。
レベッカさんが修学旅行で11月22日㈮〜 27日㈬まで長
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親睦委員会

大沼

衛会員

ほとんど個人の年次基金にいくということを頭に入れて
おいていただければ良いかと思います。
皆さんが寄付したものがどう使われるか。寄付の半
分がＤＤＦ（地区の活動資金）、半分がＷＦ（国際活動
資金）にいきます。私達が使える地区補助金は、ＤＤ
Ｆの半分のうちの更に半分がグローバル補助金、半分
が地区補助金で、ＤＤＦの １ ／ ４ が使えるということ
です。地区補助金は殆どが申請して使い切るんですけ
ど、グローバル補助金は15000ドルが最低の活動資金
です。当地区では水事業としてタイに浄水器を毎年何
台かずつ継続して設置しています。これが地区から
15000ドル出したとするとＷＦから補助金として同額
15000ドルがくるので最低30000ドルの事業が出来るこ
とになります。なかなか金額の大きい事業を探すのが
大変で、金額が大きいこと、どういうニーズがあるか
見極めることが難しくて、グローバル補助金は今の所、
水事業だけになっています。グローバル補助金はグロー
バル補助金にしか使えないので繰り越しがけっこう溜
まっています。そういう地区が多いので、今年度は継
続されるかは分かりませんが、グローバル補助金の繰
越金の20％を地区補助金に使っても良いことになりま
した。申請した7, 8 割ほどしか貰えなかった地区補助
金が今年度は満額貰えたというお話を聞きます。地区
でも41クラブ全部のクラブが地区補助金を使って何か
活動をしてほしいとお話ししていました。当初は20 〜
23,24クラブくらいだったのが今年は34クラブが申請し
ています。この中で問題になるのがクラブの人数が少
ない、地域のニーズが分からない、地区補助金を使っ
たことのないクラブで申請や報告が面倒だというクラ
ブも有るようです。ＲＬＩでは何クラブかまとまって申
請しても良いのではという意見が出ました。今後、仕
組みの中で色んな変化、活用の仕方が考えられるのか
なと思いました。
財団に関しては、一頃はロータリーは寄付をする所
ではない、奉仕の心を育てる所だと言う方もおりまし
た。今年度のＲＬＩでは入ったときから寄付をすること
が当たり前で寄付は必要、当然、寄付を利用して活動
するのがロータリー財団だと思うという財団に対する
若い方の理解が深いなと感じております。
三つの寄付のうち恒久基金は使わないで溜めていき
ます。溜めて運用した収益が持続可能なプロジェクト
に使われます。恒久基金に関しては2025年度までに25
億ドルが目標で今は20億ドルいっていないと思います。
恒久基金は使わず年次基金と使途指定寄付が直接活
動に関わる部分です。
ロータリー財団はチャリティーナビゲーター（慈善団
体の格付けを行う米国の独立機関）から今年度12年
連続で最高ランクの ４ つ星評価を受けました。世界
でも有数の財団だと思います。ロータリー財団の正
式名称は国際ロータリーのロータリー財団です。国
際ロータリーが考えたプログラムを実践するにはど
うしても原資が必要で、それを財団が皆さんから集
まったお金を運用して分配するということで、ワン・
ロータリーと言わるのはそういうところからくるの
かなと思います。

ニコニコＢＯＸ

八戸北ＲＣ
山内一晃会長：結婚記念ありがとうございます。
佐々木悦郎幹事：結婚祝い、
ありがとうございます。
源新和彦会員：結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。
源新育子会員：結婚祝いありがとうございます。
大入武志会員：結婚祝ありがとうございます。
千葉清彦会員：誕生日のお祝いありがとうござ
います。11 ／ 14で77歳になります。
平野榮子会員：誕生日プレゼント、ありがとう
ございます。
奥井義則会員：誕生祝いありがとう。
櫻井研司会員：早退失礼いたします。
米山記念奨学金
奥寺良之会員：
源新育子会員：
大入武志会員：
大沼 衛会員：
神山智子会員：
ポリオ・プラス
小野晶子会員：

出席報告
本日の出席率
前々回
（10／15）の修正出席率

51.35％
71.05％

ロータリー財団卓話

源新育子会員
「Every Rotarian, Every Year」という言
葉を聞いたことが無い方いらっしゃいます
か？ 先月の末にＲＬＩがあった時も分から
ない方がかなりいらっしゃいました。これは今も生きて
いる言葉で、当初は、毎年あなたも年次基金に100ド
ルを寄付してください、ということでずっと使われてき
ました。最近では100ドルではなく120ドルになり、130
ドルになり、今、日本全体で150ドルを目標にしている
ので、地区でも今年度は150ドルを目標にしています。
そこで寄付と一括りに言っているんですけど、2015年
７ 月から始まった新しいシェアシステムにそって寄付の
種類が最低三つあります。年次基金、Every Rotarian,
（毎年あなたも年次基金に寄付をしましょ
Every Year
う）で今年度150ドルです。うちのクラブは全員100ドル
会費から寄付しています。会費に含まれているので自覚
はないと思いますが毎年100ドル寄付していることになり
ます。恒久基金は、 １ 回1000ドル以上、何回でもでき
ます。１ 回でベネファクターという称号が与えられます。
年次基金がたまっていって1000ドルになるとポールハリ
スフェローになります。うちのクラブは10年経つと自然
にポールハリスフェローということになります。そして
1000ドルごとにマルチプル・ポールハリスフェローになっ
て ９ 回まであります。９ 回まで行くと次はメジャードナー
となります。もう一つは、使い道を指定して寄付する基
金です。ポリオプラス基金の他に平和フェローという奨
学金制度もあります。災害が起こったときには使途を指
定して寄付を募ることもあります。
私達は寄付と言えば財団寄付としているんですけど、

点鐘
（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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