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会長の卓話

渡邊剛

副会長

皆さんこんにちは。
本日は、本件度屛会長がお休みの為、副会長の私
渡邊剛が会長挨拶を務めさせていただきます。また、
本日もこうして例会が開催されることを大変うれ
しく思います。
さて、皆さんロータリーには毎月テーマが設けら
れているのはご承知とは思いますが今月は何月間
かご存じでしょうか？
私は副会長という役割も未だしっくり来ていない状況ですが本年度は併せて Rotary 財
団・米山奨学担当理事としての役割も務めさせていただいております。
私自身は苅田ロータリー40 周年の年に入会いたしましたのでまだ入会 5 年目という未熟
な状態です。また苅田ロータリーには昨年度来 4 名の入会がありましたが、なかなかロー
タリーの活動を理解するのは簡単なことではないと考えます。そんな中で本年度は担当理
事また Rotary 財団委員長としてその意義を勉強してその意義を改めて見直す機会にしたい
と考えました。
その中で國永委員長の下 2011～2013 に米山奨学生として来日したバングラディッシュ
からホセイ・シャヘラさんを当時の矢野カウンセラーの協力で苅田ロータリーの例会での
卓話をお願いして先日 9/25 の例会でスピーチしていただきました。私が入会する前の奨学
生ですし、ここ最近入会した会員の皆様においてもとても新鮮に感じたのではないでしょ
うか。
シャヘラさんの卓話は矢野カウンセラーをはじめロータリーに対する感謝の気持ちと日
本に対する愛情が伝わる素晴らしい内容でした。中でも印象的なのはなぜ日本を選んだの
かということに対して何より日本は世界に比べてとても安全な国であるという言葉が印象
的でした。妹さんも現在九工大の博士課程で勉強しているとのことですのでロータリーの
果たす役割、意義を感じる素晴らしい卓話だと思いました。
さて本日は私が担当する委員会のもう一つの柱である、Rotary 財団に関してのプログラ
ムですが、本来私が皆様にその役割や意義をお伝えする立場ではありますが、限られた時間
で皆様にそれを伝えるために今回は鈴木会員の力を借りて、本日お越しの本年度ロータリ
ー財団委員会地区委員長である岩崎委員長をお迎えして皆様にその意義や役割をお伝えす
る運びになりました。
何だか何もかも他人にお願いして無責任な委員長だとおもわれる方もおられると思いま
すが皆さんにきちんとその意義と役割をお伝えしたいということでご容赦ください。
さらに付け加えますと来年度の地区補助金申請に向けての補助金セミナーが開催される
予定です。
それでは皆様本日もよろしくお願いいたします。

国際ロータリー（ＲＩ）とロータリー財団（ＴＲＦ）
ロータリー財団委員会 岩崎員久委員長（八幡西ＲＣ）
国際ロータリー（ＲＩ会長）の最重点プログラムは「青少年奉仕（青少年交換プログラム）
」であり
ロータリー財団（ＴＲＦ管理委員長）の最重点課題は「ポリオの根絶」である。
ロータリーの使命
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを
奨励し、世界理解、親善、平和を推進すること。
ロータリー財団の使命
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、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、平和を達成できるようにすること。
6 つの重点分野

１ 平和の推進
５

２ 疾病との闘い

教育の支援 ６

３ 水と衛生 ４

母子の健康

地域経済の発展

以上 6 つの重点分野に今年度から「環境」が追加された。これらは、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と合
致する。
ポール・ハリス・フェローについて
ポール・ハリス・フェロー(PHF)は、1,000 ドルの寄付を行なったロータリアンに与えられる称号である。
ロータリー財団の寄付には、年次基金寄付・使途指定寄付・恒久基金寄付の 3 種類がある。
年次基金寄付は、いわゆる一般寄付で、寄付した 3 年後に地区活動資金(DDF)として地区に返還され、地区
補助金・グローバル補助金として活用される。使途指定寄付は、ポリオプラス・平和フェローシップ寄付が
あり、このふたつの活動に活用される。恒久基金寄付は、べネファクター・遺贈友の会等に寄付され、
原則ロータリー財団預りとなり、
「世界でよいことをする」為の原資となる。
いずれに寄付しても PHF の対象となる。寄付額が 1,000 ドル以上になると、1,000 ドルごとにマルチプル・
ポール・ハリス・フェロー（MPHF）となる。寄付額が 10,000 ドルに達成すると、ランクアップしてメジャ
ードナーの称号が与えられる。更に 250,000 ドルに達するとアーチ・クランフ・ソサエティ（AKS）の称号
が与えられる。
ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）について
PHS とは、毎年 PHF になると宣言して実行するロータリアンに与えられる称号である。 PHS を宣言す
ると、毎年 1,000 ドルの寄付をしなくてはならず、毎年の 1,000 ドル寄付が 2 年間途絶えると PHS の資格
を失う。ただし、それまでの実績は残るのでご安心ください。
2016～17 年度富田英壽ガバナーが「5 年間でクラブの 10％の会員が PHS になろう」と提唱された。
PHF(MPHF・PHS)になる裏ワザ

・・・クレジットカードの活用で少しずつ寄付をしよう
「世界でよいことをしよう」

「あなたも毎年 150 ドル ポリオに 30 ドルを」

11 月は「ロータリー財団月間です」

ニコニコ BOX
渡邊

剛

親睦活動委員会委員長

木部

義憲

本日は岩﨑委員長の卓話ありがとうございました。また慣れない会長挨拶にお付き合いいた
だきありがとうございました。

福田

洋司

誕生祝い、ありがとうございました。

桧槇

敬

岩崎さん、外来卓話お疲れ様でした。

矢野

強

岩﨑さん、今日は遠路ありがとうございます。

高城

雅春

岩﨑委員長、卓話ありがとうございました。片岡 R より６０周年時の写真いただきました。

壁屋

好惠

財団岩﨑委員長、卓話ありがとうございました。

坂岡

英俊

誕生プレゼント、ありがとうございました。岩﨑委員長、卓話ありがとうございました。

鈴木

公利

岩﨑委員長、ありがとうございました。

廣田

琢磨

岩崎さん、卓話ありがとうございました。

片岡

孝市

岩﨑委員長、卓話ありがとうございました。

★★★ＫＲＣ例会予定★★★

委員会報告

日

内容

11/27

夜間から変更

三原文化会館 2 階和室

12/4

クラブ協議会

パンジープラザ

今年の 12 月のクリス

12/11

夜間例会

松本商店

マス家族会はコロナの

12/18

外来卓話

医療関係者

影響で中止となり、
Xmas ケーキをお届け
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する事となりました。
12/1011 時 30 分

配布した用紙の記入を

馬場小学校の校長

お願いします。(親睦

室にて読み聞かせ

委員会)

の本の贈呈式を行
います。お時間の
許す方は是非一緒
に行きませんか。

幹事報告
・12 月の会費はＩＭの 9000 円が追加されますのでご了承ください。
・会員一人 100 円の米山寄付をする事になりましたのでご報告します。
・12/27 は夜間例会の予定でしたが昼の例会に変更になっています。場所
は三原文化会館 2 階の和室ですのでお間違いのないようお願いします。
・新年会は天龍で行うことが決まりました。

