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皆さんこんにちは。
先日、高文連の英語弁論大会で、審査委員長とし
て十勝管内の高校生の英語スピーチ、内容をジャッ
ジいたしました。ここ数年、弁論大会の審査をして
おりますが、管内の高校生の英語のレベルは高くなってきておりま
す。今回の参加者は、1年生が5名、2年生が11名、3年生が3名と
今後に期待できる構成になっております。高校生はどうしても難し
いタイトルを選んでしまいますが、私が一番気に入ったスピーチの
コンテンツは、家族のことについてでした。酪農家の親が、朝早く
から夜まで休みなく働き、小学生の時、休みが好きではなかったそ
うです。ほかの子供たちは旅行に連れてもらったことを日記に書い
て提出するけど、自分は家と業者の往復だったことなど。
さて、英語の歴史についてちょっとお話をさせていただきます。
4世紀にドイツ北部にいたアングル・サクソン・ジュート人がブリ
テン島に押し出されました。ブリテン島には古くからケルト人が住
んでおりました。8世紀になるとデーン人（バイキング）の侵略が
始まり、やがてイングランドは、クヌート王の支配下にはいりまし
た。そのとき英語はたくさんの言葉をデンマーク語からいただきま
した。Sister, church, they, their, themなどが典型的な例です。その
後ノルマン人に支配がはじまり、上流階級はフランス語を話し、一
般庶民はそれまでの英語を話しておりました。粗野な英語を高めよ
うとラテン語、ギリシャ語を借用して徐々に現在の英語になってき
ました。つまらない話になってしまいましたが、もっと、詳しく聞
きたい方がおりましたら、時間を取って詳しくお話しいたします。
以上、会長報告といたします。
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ロータリー財団月間
たいまつ宣言
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1.
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我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
我々は 他に依存することなく 自らを発する
我々は 常に変革をもって 行動する
我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

■ 出席状況報告
月／日
例

9／4

9／8 9／15 9／22 9／29

会 1916回 1917回 1918回 1919回 1920回

会員総数

58名

58名

58名

58名

58名

出席計算に
用いた会員数

52名

52名

50名

52名

53名

ホームクラブ出席

38名

43名

43名

42名

42名

メークアップ

14名

9名

7名

10名

11名

出 席 率

91.2％

92.8％

89.2％

92.8％

92.9％

91.7％

月 平 均

■ニコニコ献金
11月17日
累

計

（10月20日現在）

6,000 円
167,000 円

例会日／木曜日 12時30分〜13時30分
例会場／北海道ホテル 帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21- 0001）
創立／1972年2月24日
事務局／帯広経済センタービル4階 ＴＥＬ25- 7347（直通） ＦＡＸ28- 6033

点鐘
ゲスト紹介

三野宮 功会長
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RI第2500地区財団補助金委員会
委員長 奥 周盛 様（帯広RC）
会長報告
（会長）
会務報告
奥 敏則幹事
①帯広南RC、11月21日（月）は休会と致します。
帯広東RC、11月22日（火）は休会と致します。
帯
 広RC、11月23日（水）は祝日のため休会と致します。
②帯広西RC『夜間例会のご案内（帯広RAC合同例会）』
日 時 11月24日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
③帯広北RC『移動例会のご案内』
日 時 11月25日（金）午後0時
場 所 道新総合印刷帯広工場（音更町東通20丁目1）
④帯広西RC『年次総会開催のご案内』
日 時 12月1日（木）午後0時30分（例会時）
場 所 北海道ホテル
⑤帯広西RC『年末家族会開催のご案内』
日 時 12月15日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
ニコニコ献金
親睦活動委員会 深澤知博会員
三野宮 功会長 先
 日、高文連主催の英語弁論大会の審査
委員長として十勝の高校生の英語力と論
文をジャッジさせていただきました。
笹井 祐三会員 と
 かち帯広空港利用促進事業の一つ「エ
ア・ドウを応援する会」が目的を達成し、
一区切りつきました。
田中 耕吾会員 正
 次郎をいつもご利用いただいて有り難
うございます。もう飽きたと言われる方
もいらっしゃると思いますが、今後も宜
しくおねがいします。
プログラム

ロータリー財団委員会

ロータリー財団活動について
RI第2500地区財団補助金委員会 委員長
奥 周盛様
§ロータリー財団の標語、使命
ロータリー財団の標語は、「世界でよいことをしよう」で
す。これはロータリー財団の生みの親であるアーチC.クラ
ンフが、1917年のアトランタ国際大会で提案したスピー
チからの引用です。彼は「ロータリーが基金をつくり、世
界的な規模で、慈善、教育、社会奉仕の分野で、何かよい
ことをしようではないか」と提案し、採択されました。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、平和を達成すること」です。健康、教育、貧困、
平和の4つがキーワードです。財団の使命はロータリー財
団の基金が支援する奉仕活動の重点分野を表しています。
§ロータリー財団のプログラム
ロータリー財団のプログラムは、シェア・システムによっ
て運営されています。シェア・システムとは、ロータリー
財団への寄付を分配する仕組みです。私たちが寄付した年
次プログラム寄付と恒久基金の収益は、3年後に地区財団
活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）とに、それぞれ
50％ずつに配分されます。地区およびロータリークラブ
は、DDFに使って、マッチンググラントや地区補助金、国
際親善奨学金などに利用します。地区財団活動資金を意味
するDDFという言葉は、頻繁に使いますので、覚えておく
とよいと思います。一方、国際財団活動資金（WF）は、ロー
タリー平和センターや研究グループ交換（GSE）の事業や、
マッチンググラントの財団組み合わせ分として利用しま
す。シェア・システムの目的は、1つは、ロータリアンが
基金という資産を共有すること、2つ目は、意思決定の権
限の一部を地区とクラブに分け与えること、3つ目は財団

のプログラムを通じて奉仕活動を世界中で共有することで
す。ロータリー財団のプログラムは、大きく分けて3つあ
ります。ポリオ・プラス・プログラムと、人道的補助金プ
ログラムと教育的プログラムです。ポリオ・プラス・プロ
グラムは、ロータリーは主に募金活動を行います。その資
金は、世界保健機関やユニセフなど世界的な協同組織の活
動を援助しています。因みに、ポリオ・プラスの「プラス」
の意味は、子ども達に流行する5種類の伝染病をさしてい
ます。それは、はしか、結核、ジフテリア、百日咳、破傷
風のことです。ロータリーの2億ドルのチャレンジとは、
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団の寄付3億5,500万ドルとの
マッチングによる募金キャンペーンです。2012年6月30
日までが、最終目標です。現在公表されている寄付金の総
額は、9月15日現在で1億9,000万ドルです。2500地区の
寄付実積は、およそ31万2,000ドルで、地区目標のおよそ
80％を達成しています。
人道的補助金プログラムには、マッチンググラントと地
区補助金があります。マッチング・グラントは、海外のロー
タリークラブや地区と協力して行う人道的プロジェクトを
支援する補助金です。クラブや地区の資金に対して、WF（国
際財団活動資金）から同額または半額を組み合わせて支給
されます。WFの組み合わせ補助金は、5千ドルから最高
20万ドルで、大規模なプロジェクトが可能です。地区補
助金は、ロータリークラブが地元の奉仕活動に利用できる
最も身近な補助金です。人道的奉仕プロジェクトに限定さ
れますが、クラブの社会奉仕活動の資金として是非利用し
ていただきたいと思います。今年度は、地区全体で156万
円の補助枠を各分区に配分して、11月30日まで申請を受
付けています。地区補助金を利用するには、プロジェクト
の内容に関する「授与と受諾の条件」を充たすことと、事業
終了後に報告書を提出することが義務づけられています。
教育的プログラムには、国際親善奨学金とGSE、ロータ
リー平和フェローシップがあります。国際親善奨学金は、
1947年に創設された、ロータリー財団で最も古いプログ
ラムです。これまでに、およそ100カ国から4万人を超え
る人々の海外留学を援助してきました。民間団体が提供す
る海外留学奨学金として世界最大のものとなっています。
研究グループ交換（GSE）は、異なる国のチームが組み合
わせられて相互訪問し、職業的、文化的交流を行うプログ
ラムです。チームは、ロータリアンの団長と、ロータリア
ン以外の25歳から40歳までのメンバーで構成されます。
2013年7月から全地区でスタートする「未来の夢計画」で
は、職業研修チーム（Vocational Training Team）に変わり
ます。地元の研修も可能となり、相互訪問の条件も無くな
ります。ロータリー平和フェローシップは、仕事や奉仕活
動を通じて、国内外での協力、平和、紛争解決を推進する
リーダーを養成する為の奨学金です。平和フェローは、6
つの大学と提携したロータリー平和センターの一つで学
び、国際関係や行政学、平和研究や紛争解決の分野の修士
号を取得、あるいは平和と紛争解決の分野における専門能
力開発プログラムの修了証を取得することができます。
§ロータリー東日本震災復興基金
ロータリー東日本震災復興基金は、ロータリー財団が立
ち上げた災害復興基金です。財団には、この他ハイチ大地
震支援基金や西アフリカ洪水災害復興基金があります。こ
の基金に対する寄付は、ロータリー財団の認証の対象とな
ります。また国内の寄付は、税制上の優遇措置が受けられ
ます。2011年12月31日まで受付けています。現在、約4
億円の寄付が寄せられています（9月7日現在）。また、こ
の基金を利用するには、「東日本震災復興基金日本委員会」
に申請します。この基金の管理・配分の権限は、この日本
委員会に委託されています。詳しくは、「ロータリーの友」
今月号をご覧下さい。
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