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皆さんこんにちは。
本日の理事会にて取り上げられましたけれども、最近都市
部で感染が再び拡大しております。冬の到来を前に、今以
上に集団感染の対応が必要になっていくと思います。皆さ
んもいっそう三密を回避し、手洗いなど十分にしていただき
たいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。
今月の始め、大阪都構想の賛否を問う住民投票が行われ
ました。大阪市民にとっては大きな改革の 1 歩であります。
10 年後 20 年後の現状がどうなっていくのかの判断であり、
住民にとっては難しい選択であります。将来への希望と不
安への混じり合いが今回の最大の焦点ではありますが、結
果は僅差でありましたけれども、再び否決され廃案となりま
した。しかし住民にとっては、変革へのインパクトを与えたこ
とには間違いありません。また何年後かには、市民の民意
を反映した政策が見つかり、そして都構想への可能性への
再度チャレンジを行えば、きっとまちの発展につながると私
自身感じております。
私たちが住む名古屋市も、経済再生や未来成長へと前進で
きるような都市になりますよう、将来を期待したいと思いま
す。以上です。ありがとうございました。
１１月の祝福
誕生日
結婚記念日
1日
恵利有司さん
2日
後藤さんご夫人
3日
河原さん、成田さん
4日
藤田さん
18 日
堀江俊通さん
19 日
上野直樹さん
岩田さんご夫人
21 日
矢野さん
29 日
西川 博さん
30 日
今村昌根さん

ニコＢＯＸ
地区グローバル奨学生・平和フェロー副委員長
加納昭臣 様 財団月間卓話に参りました。よろしくお
願いいたします。
藤田さん ロータリー財団に協力致しましょう！
●11 月は財団月間です。本日は地区グローバル奨学
生・平和フェロー副委員長の加納昭臣様をお迎えして、
財団のプログラムについてお話を伺います。加納様、
本日はようこそお越しくださいました。どうぞよろしくお
願い申し上げます。
成田会長、加藤、小原、横田、大塚、堀江亮介、高
山、髙橋、亀井、岩田、石井光、河原、古川、宮崎、西
川、水野、川原、後藤、山崎、中野、磯部（敬称略）
●今月は私の誕生月です。お祝いを有難うございま
す。 今村さん、恵利さん
本日合計 ５３，０００円

米山奨学金贈呈
米山奨学金 11 月分をダダボエブ アフロル君にお渡し
しました。

財団月間卓話
「ロータリー財団プログラムについて」
～財団は、ロータリー会員の財産です～
地区グローバル奨学生・平和フェロー副委員長
加納昭臣
皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いただきました、私は財
団の中の国際奨学寄付金平和フェロー委員会の加納と申
します。名古屋南ロータリークラブから出向しております。
今日はロータリー財団の使命、存在意義、それからロータ
リー財団への寄付、ロータリー財団の基本的キープログ
ラムについてお話しいたします。
ロータリー財団の使命というのは、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
通じまして、世界理解、親善、平和を達成できるようにする

ことです。ロータリー財団とは、ロータリーの使命を達成す
るための手段でございます。ロータリー会員は会費を通じ
て国際ロータリーを支援し、寄付を通じてロータリー財団
を支援しております。国際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々に奉仕
し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進すること
です。ロータリー財団の存在意義ですけれども、皆様の寄
付と他の方々の寄付が一緒になりまして、ポリオの根絶
や平和の推進、全世界で行われる人道的プロジェクトの
資金等になります。単独のクラブでは不可能な大規模プ
ロジェクトや、計画実証することができることであります。
それではロータリー財団はどのように評価をされている
のでしょうか。慈善団体の格付けを行う機関でチャリティ
ーナビゲーターというのがあります。こちらでロータリー財
団に最高評価の４つ星を 11 年連続で付与されておりま
す。４つ星の付与は、何千もの団体の 1%程度とのことで
ございます。しかも総合評価、財務健全性、説明責任、透
明性といったすべての点で満点のスコアとなっているの
だそうです。

続きましてロータリー財団への寄付についてですが、種
類としましては、年次基金への寄付、これは地区目標１人
150 ドル以上、恒久基金への寄付につきましては、地区
目標がクラブにべ根ファクター1 人、ポリオプラス基金
への寄付につきましては、地区目標 1 人 30 ドル以上でご
ざいます。この年次基金寄付の使われ方ですが、3 年後
に元金の全額が奉仕プロジェクトに使用されることになり
ます。3 年前の年次基金の寄付に恒久基金の利息を足し
たものを 50 対 50 で地区の財団奉仕に、国際財団活動か
地区奉仕活動に振り分けられます。2019 -20 年度の当
2760 地区財団活動寄付は、およそ 55 万ドル位ありま
す。このうちすでに 37 万ドルほどが地区補助金、グロー
バル補助金に使用されております。
次に恒久基金の使われ方についてです。
これは、元金が支出される事はなく、全額基金として投資
に回し、運用益や補助金に当てることになっています。
2017 年度恒久基金の運用益は 3150 万ドルでございま
す。基金の総額は、2018 年 6 月末時点で約 13 億ドルに
上っております。2025 年には 20 億 2500 万ドルを目標と
しております。
日本は 34 地区ありますが、この中で比較しますと、当
2760 地区は年次基金の寄付で 10 位、ポリオプラスの基
金について 6 位、恒久基金で 1 位となっております。
2019 -20 年度の寄付の実績として、寄付額の上位 5 カ国
はアメリカ、インド、韓国、日本、台湾です。2019 年度のロ
ータリー財団の収支報告は支出が 3 億 3200 万ドル、収

入は、寄付や投資利益を合わせまして約 3 億６000 万ド
ルになりました。

次はロータリー財団の基本的なプログラムの説明をさせ
ていただきます。
補助金プログラムですが、地区の補助金、地元や海外で
行う小規模で短期の活動に使用できる補助金になりま
す。クラブ単独もしくは地区内の複数のクラブで申請する
ことができます。
グローバル補助金は 2 カ国以上のクラブまたは地区が合
同で行う大規模な国際プロジェクトに使用できる補助金に
なります。使用につきましては 6 つの重点分野に加入し
ていること、地域社会に基づき長期的かつ持続的に効果
が出てくるものになります。この 6 つの重点分野になりま
すけれども 1 つは平和アプローチと紛争解除です。2 番
目が疾病予防と治療。3 番目に水と衛生。4 番目に母子の
健康。5 番目に基本的教育と識字率の向上。6 番目に地
域社会の経済と発展。この 6 つになります。
続きまして私が所属しております奨学基金平和フェローシ
ップ委員会の活動についてご説明をさせていただきます。
主に 2 つの活動となっておりまして、1 つはグローバル補
助金奨学生を排出するお手伝い、もう一つはロータリー平
和シップを同じく海外に送り出すサポートをさせていただ
いております。グローバル補助金の奨学生は、先ほど申
しました 6 つの重点分の平和と紛争解除、疾病予防と治
療等、これらの分野で活動する未来のリーダーとなり、そ
れを育成するための委員会になっております。
もう一つのロータリーの平和フェローシップの活動です
が、こちらは平和と紛争解決の分野における仕事の経験
を有している人を対象としております。
フェローは社会奉仕と国際奉仕に献身しながら、平和の
実現を目指していきます。ロータリー平和センター提携大
学で学ぶ、最高で 130 名のフェローが世界中で選ばれま
して、ロータリーからフェローシップいわゆる全額支給の
奨学金が授与されます。
続きましてポリオのお話を少しさせていただきたいと思い
ます。8 月 25 日 WHO はアフリカ地域の野生型ポリオウ
ィルス根絶を宣言しました。しかし戦いはまだ終わってお
りません。パキスタンとアフガニスタンの 2 カ国でポリオ
根絶認定支援をしないといけません。
ポリオが根絶すると経済効果も非常に良いといわれてお
ります。日本国内でも生後 54 ヶ月までに 4 回のポリオワ
クチンの摂取が必要だと言われています。1 回の投与が
約 5000 円。これを 4 回で 2 万円ですね。これは年間で
173 億円という金額になりますので、早く撲滅するほど経
済効果になると言われています。
長時間に渡りまして財団のお話をさせて頂きました。皆様
ご清聴いただきましてありがとうございました。
今後の例会予定
11 月 19 日（木）第 1155 回例会
卓話「相続四方山話」 国税局 OB 多田藤兵衛様
◎11 月 26 日（木） 休会
12 月 3 日（木）第 1156 回例会 「年次総会」

