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◆会長挨拶 小林 信雄会長
１月 28日茂原にて「会長・幹事会」①来年度

のガバナー公式訪問ハ 7月 26 日、早期に委員会

構成を決定し、「クラブ活動計画書」の作成をお

願いします。②RI 会長の次年度方針は「心の中

をみつめよう博愛を広げるために」③来年度か

ら世界社会奉仕(WCS)とﾛｰﾀﾘｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを

暫時廃止する。との

連絡がありました。

これは RI プログラ

ム運営の転換を反

映したものです。但

し、RI は今後もロ

ータリアンによる

国際奉仕プロジェクトは全面的に支援します。

今後はロータリー友情交換プログラムを拡張す

ることで以下の支援が決定されています。

① 国際奉仕プロジェクトを支援する。②親睦

訪問を奨励する。③国際ボランティアの機

会を提供する。④クラブの委員会構成を必

要に応じて少なくする。

ロータリー奉仕のつながりを支援するための

資金の拡充を図るのが RI 理事会の決定です。そ

して、今後もクラブの人道的奉仕活動の指針と

支援をＲＩは提供します。

2月3日(木曜日)19:00より東金ビューＲＣの

「創立 11周年記念例会」がありました。2月 15

日はＩＭ、当クラブ報告は岡本秀男会員です。

◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・2 月 15 日(火) 『ＩＭ』

13:30 受付 14:00 点鐘

東金文化会館

基調講演 山田憲典様

17:30～18:30 エスト-レホテルにて懇親会

◆ロータリー財団委嘱状 並木孝治会員

◆ロータリー財団 山本 忠司委員長
「財団について一層のご理解を」

ロータリー財団はロータリアンからの寄付を

原資として国際ロータリーが果たすべき“地域、

全国、国際の各レベルの人道的、教育的奉仕活動”

を行うための組織です。

◎ 活動内容（プログラム）

・ポリオ・プラス（ポリオ撲滅）

・人道的プログラム（災害復興、

地区補助金、保健・飢餓追放
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第 2494 回例会 2 月 15 日 14 時 00 分点鐘：東金文化会館

第 6 分区 ＩＭ（インターシティ ミーティング）

① 式典１点鐘 ②開会宣言 ③国家斉唱 ④ロータリーソング「奉仕の理想」

⑤ 来賓挨拶 ⑥基調講演 ㈱不二家会長 山田憲典様 ⑦式典２ ガバナー補佐引継

⑧閉会宣言と点鐘 ⑨懇親会 ⑩アトラクション ⑪中締め「手に手つないで」⑫閉会

前回の記録（2 月 8 日）
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および人間性尊重補助金、マッチング・グラン

ト、ボランティア奉仕活動補助金）

・教育的プログラム（国際親善奨学金、研究グル

ープ交換、ロータリー世界平和フェローシップ）

◎ 寄付

・年次寄付（毎年一人 100＄以上）

・恒久基金寄付

・使途指定寄付（例：ポリオ撲滅基金）

・大口寄付など

◎ 寄付と資金の用途、流れ

① 年次寄付

・ロータリアンが毎年一人当たり 100＄以上の

寄付（各クラブ単位で寄付増進）

・寄付した年から 3年後に、寄付額の 50％が DDF

（地区財団活動資金）として地区に還元され、

地区補助金、国際親善奨学金に使われる。また、

WF（国際財団活動資金）にも 50％が分けられ、

財団本部より直接国際活動向けに使われる。

なお、年次寄付の運用収益（金利等）は運営費

に活用（3年後）される。

② 恒久基金寄付

これは,ロータリー財団の「基金」への寄付で、

寄付額の元本は使用せず、基金として残す。運

用収益のみ 3 年後に DDF、WF に活用される。

この基金への寄付は金額を問わない。通常

1,000＄の寄付はべネファクターとしてポー

ル・ハリス・フェロー認定状を受けられる。

③ その他

・使途指定寄付・・・指定された用途への寄付（ポ

リオなど）

・大口寄付：（1 万＄以上、2万 5000＄以上、5

万＄以上、10万＄以上、50万＄以上、100 万＄以

上の 6段階）

◎ 寄付の認証

① べネファクター

遺言または他の遺産計画に、恒久基金に寄付す

る旨を書き記したことを書面で財団に通知した人、

または、恒久基金に少なくとも米貨 1,000＄を無

条件寄付した人

② ポール・ハリス・フェロー

米貨 1,000＄寄付した人

③ ポール・ハリス・準フェロー

最初に最低米貨 100＄を寄付し、米貨 1,000＄に

達するまで寄付を続ける意図を明らかにした個人

は、申し込めばポール・ハリス準フェローとして

認定される。

④ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・フェローが更に米貨 1,000 か

ら 9,000＄までを寄付した場合、その個人は、申

し込めば、ポール・ハリス・マルチプル・フェロ

ーとして認定される。

⑤ 大口寄付者

寄付の累計額が米貨 1万ドルまたはそれ以上の

寄付者には、大口寄付表彰が贈与されます。この

表彰には、米貨 1 万＄以上、2万 5000＄以上、5

万＄以上、10万＄以上、50 万＄以上、100 万＄以

上の 6段階があり、各段階に到達する都度表彰さ

れ、クリスタル製の置物が贈られる。

⑥ 冠名奨学金

150,000＄以上の寄付をした場合、冠名の特定プ

ログラムが指定できる。

免税措置：1998 年より、30 万円以上の財団寄付

については、免税措置が取れます。

年次寄付は「毎日庭に水を撒き、花々に水を供

給する」ようなものです。恒久基金は「何時でも

どこでも水が撒けるように充分な水を用意してい

る貯水池」のようなものです。

この財団プログラムに参加することにより、ロ

ータリー世界を繋ぐ絆の重要な一環となり、どん

な小さなクラブでも、如何なる地域のロータリア

ンでも、一人ではできない事が、ロータリー財団

という窓口を通して行えば、会員一人ひとりが大

きな力に結集され、世界の平和に貢献することが

できます。

☆ご奉仕 ・・・ 高橋 邦夫会員

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 １８名 ７２％

２月８日
コインＢＯＸ
１，５２０円


