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2020 年 11 月 5日

会長挨拶／幹事報告／招待卓話「ロータリー財団に因んで」
第 2820 地区ロータリー財団　資金管理委員長　高橋　信子様（土浦南 RC）

／会員 奥様お誕生日 ご結婚お祝い・ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間

10/29 に無事にガバナー公式訪問が終了いたしました。例会時には多くの会員の皆様
にお集まりいただき、盛会に終わって安堵しています。
クラブ協議会の時にガバナーから「つくば学園 RCは随分若い、他のクラブではかなり

ご年配の方々が委員長としてクラブ協議会に出席しているが、こんな若いメンバーが委員
長として協議会に出るのはたくさんクラブを回ったけれどもつくば学園RCが初めてだ。非
常にクラブの活力を感じるし、また各委員長から自由な発言をいただいて、非常につくば
学園 RCは自由な感じで勢いを感じるし、2名のパストガバナーを始め所属 30年以上の活
動経験を持たれるベテランの会員も、10年未満の若い会もたくさんいて、その中で若い会
員に自由にその運営を任せているつくば学園 RCの懐の深さというものを非常に感じまし
た。2820 地区の中でも人数的にも上位に入る会員数で、ますます学つくば学園 RCがロー
タリー活動の、地区の中核を担うクラブになれるよう頑張ってください」
ということで会長として非常に嬉しく、ありがたいお言葉を頂戴しました。
そして、先日 3日の「ロータリーの森創り」当日の朝まで雨が降り、久しぶりの中止になるかなと不安でしたが、無事雨も上がり、途中で青

空も見えるようないい天気になり、日本ボーイスカウト茨城県連盟つくば第 3団ボーイスカウトの方々と楽しく活動ができました。コロナ禍の中
なのでバーベキューは中止になりましたが、天候もにも恵まれて、無事開催できたことを報告いたします。

浦里　浩司　会長挨拶

幹事報告　木村　英博幹事
12 月例会プログラムの件
３クラブ合同夜例会企画及び
 クリスマスパーティー・日本酒利き酒企画の件
四半期決算報告（9月末）の件
次年度地区委員推薦の件
その他
 寄付のお礼状
  ボーイスカウト日本連盟茨城県連盟つくば第３団
  つくばユナイテッドサンガイア（プロバレーボールチーム）
 筑波大学の学長を囲む会に会長・幹事で参加
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ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間

会員誕生日
大里　喜彦会員　5日
山口　一也会員　5日
増山　栄　会員　6日
冨田　浩司会員　8日
木村　英博会員　17日
赤荻　秀康会員　21日
高田　稔美会員　21日

奥様誕生日
川﨑　憲子　　様　1日
飯泉　直子　　様　1日
村上　かをる　様　1日
吉岡　京子　　様　10日
吉岡　鞠子　　様　11日
古本　彰子　　様　12日
宮川　麗子　　様　14日
圡田　香織　　様　15日
齊藤　理恵　　様　17日
伊藤　理美　　様　26日
塙　久美子　　様　28日

ご結婚祝い
赤荻秀康　・　百合子夫妻　9日
塚越俊祐　・　悦子夫妻　　18日
川﨑庄一　・　憲子夫妻　　19日
塙　　徹　・　久美子夫妻　21日
青山大史　・　静代夫妻　　22日
飯泉智弥　・　直子夫妻　　25日
中野　勝　・　真粧美夫妻　26日
高橋　功　・　亜由美夫妻　26日

11月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

おめでとうございます！

出前卓話　「ロータリー財団月間に因んで」
第 2820 地区ロータリー財団 資金管理委員長　高橋　信子様　（土浦南 RC）

ロータリー財団という名前はご存知だと思いますが、何をやってるのかよくご理解
いただいていない部分もあると思います。
THE ROTARY FOUNDATION（ザ・ロータリー・ファンデーション）通常 TRF と略して、
DOING GOOD IN THE WORLD。これは財団の合言葉になっていて、世界で良いことをしよ
うということです。
財団の基金財団は今から約 100 年前（1917 年）誕生し、2、3年前に財団 100 周
年がありました。1917 年のアトランタ国際大会で、この基金を創設しようと提唱者
がアーチ C. クランフさんです。いろんな社会奉仕活動を、世界で良いことをするためには基金を創らなくてはいけないと、「慈善・
教育・その他の分野において、世界で良いことをするための基金」それがロータリー財団の発祥です。
「世界で良いことをする」は一体どのように、ということですが、ロータリーとしては人々の健康状態を改善し、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、平和を達成することがロータリー使命となります。
世界で良いことをするために、二つの補助金を設けています。
一つ目は「地区補助金」。これには三つのプログラムがあります。一つは地域で使う奉仕プロジェクト、二つ目が奨学金、三つ目が
職業研修チーム（VTT）。第 2820 地区は、奉仕プロジェクトの方のみに地区補助金を使っています。

二つ目は「グローバル補助金」世界で使うのですが、「人道的プロジェクト」と「奨
学金」と 「職業研修チーム（VTT）」があります。ここの奨学金は米山奨学生と日本
人の学生が海外に行って勉強するための奨学金となりますます。
地区補助金は皆様のクラブや他のクラブで共同に比較的自由に使える補助金です。
特に六つに重点分野に関わりなく使えます。比較的小規模や短期になります。
この「地区補助金」ですがクラブの参加率は 70.91% と低く出いますが、全国的に
見て非常に高い水準です。今年度は 70.91% と出ていますが、通常は 90%以上あり
ます。今年度はコロナウイルスの関係で、なかなかプロジェクトができないクラブ
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もあり、参加率が下がっています。ですが、そのクラブを含めて研究医療支援プロジェ
クトを地区でまとめて県に対して立ち上げました。これも含めれば非常に高い参加率
になります。通常は 50/55 クラブ以上が参加しています。
次に「グローバル補助金」。人道的プロジェクトは医療機器の支援や色々なプロジェ
クトが立ち上がっています。第 2820 地区は非常にグローバル補助金を使っています。
職業研修チームは海外から来て実際に体験研修を受けて国に帰っていくということに
なります。
VTT は大規模事業費 3万ドル以上なので、約 300 万円以上の国際的プロジェクトに
活用できます。六つの重点分野に関連した持続可能かつ測定可能な成果をもたらす人
道的プロジェクト、奨学金職業研修チームとなります。来年からは 7つになります。
従来の 2つの重点分野に加えて、「環境の保全」が来年度から入ります。
ここに重点分野に関連した持続可能且つ測定可能ということが、非常に重要です。
そのプロジェクトがその地域国において、持続できて、その効果がきちんと測定できるようなプロジェクトで大事なことは事前に現
地の調査が必要ということで必須条件になっています。
また奨学金は芝田共宏君、スポンサークラブですのでよくご存知だと思います。平和と国際政治学分野で勉強をしています。
ロータリー６つの重点分野とは、「疾病との戦い」「母子の健康」「水と衛生」「平和の推進」「地域経済の発展」「教育の支援」これに
来年は「環境の保全」が追加されます。
当地区もグローバル補助金 GG（グローバルグラントの略）を活用し教育分野保健分
野の支援をしています。
この支援が大切かと言うと経済支援寄付するというだけでは、なかなか進まないため、
保健衛生そして教育充実させることによって個人の収入が上がっていく、経済発展につ
ながっていく、ということが実際に実証されているので、ロータリーは長年、教育や保
健衛星が実践され続けてきたということです。
ロータリー財団は保険や教育に特に特化して、支援していく事がロータリー財団の使
命と考えています。
グローバル補助金ですが申請手続きは、ガバナー事務所が窓口ですが、地区の国際奉
仕委員会の方にお話しいただき、財団としてはその手続き等について、支援サポートし
ていきますが、地域調査が非常に重要な話になります。
グローバル補助金の分野別活動集計ですが、「基本的教育と識字率向上」「疾病予防と治療」が当地区の事業で注力をしているという
ことになります。日本全体で見ても疾病予防と治療というところをとても重要視しています。
実は 2820 地区には冠名基金という基金があります。水戸西 RCに新井義三ご夫妻が寄付をされていて、寄付元本は 15万ドルで運営
歴があり、今現在もう増えて 800 万円ぐらいありますが、2820 地区で使える奨学金となっています。これはグローバル補助金の奨学
金と違って、金額や６つの重点分野とは関係ない分野に使えますので、ご相談いただければ元本以外で使うことができます。今まで使
われた事が無いので是非お使い頂きたいと思います。
ロータリー平和フェローシッププログラムがあります。平和と紛争解決の分野で国際的に活躍する人材を育成することを目的として
作られている奨学金のプログラムです。ロータリーの平和センターが世界に 7つあり、ひとつが日本にあります。国際キリスト教大学
です。この奨学金は非常に高い金額が出ています。是非そういうところで勉強したいという方がいましたら、ご紹介頂きたいと思います。
次にポリオです。一番重要なプロジェクトにりますが、今年、アフリカの野生株のポリオは根絶されましたという宣言が 8月の末に
出ました。残るはパキスタンとアフガニスタンです。紛争とコロナウイルスの関係もあり、なかなかこれが進まない状況です。病原菌
とかで非常に難しくて大きく報道されたのは天然痘が世界中から根絶されましたということぐらいかなと思っています。
地区補助金ですが、クラブで総額約 1000 万、そこで参加する 49クラブでやっています。イベントが無くなってしまったプロジェク
ト、実施できないというクラブと、地区のお金を集めて、去年の中村年度と今年の池田年度の地区補助金を合わせて 10月 14 日に、県

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間
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に医療用ゴム手袋、使い捨ての手袋 30万枚寄贈しました。茨城新聞や財団ニュースに
掲載されてましたので是非読んでただきたいと思います。
来年の地区補助金の活用については来年の地区補助金は４月には申請しないといけま
せん。今から計画を立ててください。そして 3月に例年通り補助金管理セミナーを行う
ことになっています。そして計画書を 4月の末までに提出していただいて、それを取り
まとめて、TRF に提出しなくてはいけないけません。
申請の方は、今年実施されたプロジェクトの写真や領収書を集めていただき、報告書
を是非書いてください。
12月 5日（土）に社会奉仕の委員会と財団と合わせて研究会を予定していますので、

ご出席いただきたいと思います。
完了報告書はプロジェクト終了後一か月以内ですので、よろしくお願いします。期限は来年の 5月 31日です。これが提出されない
と次の新井年度の地区補助金が地区に行かないということになりますので、是非宜しくお願い致します。
様々な事務手続きがあります。「金額は一致してください」「締め切り守って下さい」「報告書の署名欄は自署です」「写真撮って下さい」

「原本はクラブで保管して、PDF でガバナー事務所に送って下さい」宜しくお願い致します。
今年度の目標金額は地区として、年次寄付が 130 ドル以上、ポリオは 20ドル以上、合わせて 150 ドル以上です。それと別に恒久
基金がが 1000 ドルです。ポールハリスソサエティは 1000 ドル以上になりますが、これも是非応募していただきたいと思います。
皆様から寄付して頂いたがお金が「世界で良いことをするための財源」になります。年次基金給付と恒久基金給付、ベネファクター、
それが今日を支え明日を支えるお金になります。またポリオの寄付はもちろんポリオプラスや平和フェローシップに使われています。
ポールハリスソサエティは、この地区は人口の割に 61名と非常に多い会員数となっています。これは日本で言うと 3番目から 4番目、
東京、大阪について多く、人口比でいうと非常に高い位置にありますので、よろしくお願いします。
今月は財団月間で卓話にもお招きいただきました。この財団の寄付は税制上の優遇措置寄付控除が受けられますので、是非ご活用し
ていただきたいと思います。
ロータリー財団には、シェアシステムがあり、寄付されたお金がすぐ使われる訳ではなく、3年前の保延年度に寄付して頂いたお金が、
池田年度の地区補助金やグローバル補助金となり戻ってきています。寄付した実績に応じて地区補助金も戻るという事になりますので
よろしくお願いします。
以前は DDF に現金を出した場合、同額が国際ロータリーからプラスされることもありましたが、今年度分はコロナの関係があり、
国際ロータリーでお金が枯渇して上乗せがなくなりました。
また、地区補助金で使わなかった補助金は、グローバル補助金に回りますので、無駄になってるということありません。
最後に「自分だけでなく、人のために良いことを
する喜びのために、私たちは生きるべきです」これ
が財団を提唱されたアーチ C・クランフ氏が言って
いる言葉で、ずっと続いていくものになるからとい
うことです。
今回は財団卓話をお招きいただきありがとうござ
いました。今年は「ロータリー機会の扉を開く」と
いう池田ガバナーのモットーです。この財団の基金
を通じて、世界の特に子供たちに、この機会の扉を
開いて行こうということを、頭の片隅に入れて頂い
て、寄付をお願いしたいと思います。

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間
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木村　英博　会員  先日の池田ガバナー公式訪問ご参画いただきまして、心より感謝申し上げます。また、11月 3日はロータリーの
   森づくりも盛会に終わり、ありがとうございました。そして本日は、財団のお話、高橋さんありがとうございました。
   レッツトライ！ワンチームで♡
地区財団委員会　高橋伸子様　本日は卓話にお招きいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
伊藤　麻夫　会員  コロナ以来、マスクをつけるのも、スーツを着るのも面倒になり、久しぶりの例会出席です。今後は出席率を高め
   たいと思います。 
鈴木　昌実　会員  菅原委員長、ロータリーの森創り、お疲れ様でした。すごいタイミングで雨も上がり、楽しく奉仕活動ができました。

  そして、本日入口の看板のホテル名変えました。

広瀬　貴之　会員  12月12日にクリスマス例会があります。素敵なサンタクロースの皆様！プレゼントのご協賛をよろしくお願いします。 

飯泉　智弥　会員  ロータリーの森、お疲れ様でした。大里先輩お誕生日おめでとうございます。
大里　喜彦　会員  誕生祝いありがとうございます。61歳になりました。この 1年間振り返りますと、コロナ渦の中ではありますが、
   私にとって、とっても良い一年でした。新しく彼女ができました。かわいくてメロメロです。目に入れても痛くない
   とはまさにこのことですね。

大堀　健二　会員  高橋委員、卓話ありがとうございました。
田中　芳和　会員  妻へのお花ありがとうございました。
中野　　勝　会員  結婚祝い、ありがとうございます。名前を呼ばれドキッとしました。
浦里　浩司　会員  高橋地区資金委員長様、卓話ありがとうございました。

ニコニコBOX

米山記念奨学生　楊　萍　様　ご挨拶
本日は先週の研修旅行について報告させていただきます。研修旅行はロータリアンの
おかげで本当に楽しい時間を過ごしました。
誠にありがとうございました。今年はコロナの為に時期が伸びて、11月予約無事に
行われました。違う国から来る違う背景を持っている留学生達と一緒にコミュニケー
ションをすることは好きです。1年程前に各国からの観光客通訳の仕事をボランティア
活動で参加したことがあります。このような活動に参加したいのですが、コロナの為に、
活動が中止されていたので、今回の研修旅行をすごく楽しみにしていました。米山梅吉
記念館の見学、そしてお墓参りをして、創立者の歴史をもう 1回勉強しました。そして
小田原城と文化も勉強させていただきました。夜の宴会も面白いゲームをしたり、ダン
スを見たり、全員一緒に楽しんで、最近の悩みを忘れて、しっかりリラックスできる時間を過ごしました。そして普段他クラブの奨学
生と会う機会が少ないですが、たった 1日の付き合いで、仲良い友達ができました。私と同じように、国を離れて日本に来た留学生た
ちと色々話し、同じ問題に会っているのは私ひとりじゃないと思いました
みんなは同じように研究がうまく進まないこと、1年以上自分の国に戻れなくて、家族がすごく懐かしいなど悩みが多いですが、み
んなで集まるこの瞬間は心が温たまると感じました。この研修旅行で日本で一人ではなく、いつもロータリアンたちや学生たち奨学生
たちからも機会をいただき、寂しくはないです。この研修旅行でバトンを渡すように恩を返して私の感じた温かみを引き続き渡してい
きたいと思います。

多くの皆様ロータリーの森創りに
ご参加ありがとうございました。

10月ニコニコ大賞は
大野治夫会員と中山正巳会員です！

皆葉年度の財団からの贈呈式
皆葉直前会長、おめでとうございます。

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間
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つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
  １．真実かどうか   ２．みんなに公平か
  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか

It is the 35th year since 1986It is the 35th year since 1986
2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』

2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 62 27 0 5 2 76.76%
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11 月 03 日  09：30 ～ 13：30　移動例会「ロータリーの森創り」・場所　つくば市豊里「ゆかりの森」
11月 05日  11：00 ～ 12：00　理事会 20-21 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
11月 05日  12：30 ～ 13：30　例会・会長挨拶・招待卓話「ロータリー財団月間に因んで」※会員・奥様誕生・結婚記念祝い
11月 12日  休会 休会（11月 3日（火）に振替の為）
11月 19日  12：30 ～ 13：30　 例会 招待卓話 筑波大学名誉教授・彫刻家　　篠田守男氏 演台「現代アートとは何か・・・」
11月 26日  19：00 ～ 20：30　 移動例会 「３クラブ合同夜例会」会場 ホテルグランド東雲


