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会員卓話SPEECH

ロータリー財団委員会　委員長
山野辺　倉　平 会員

　２枚の資料を配布しました。ロー
タリー財団の 2011－12年度の年次
報告です。数字は資料に出ていま
すが、財団収入の合計は１億 6,630
万ドル（166 億３千万円）です。投
資の収益はマイナス 1,480 万ドル
（14 億８千万円）です。リーマン

ショックの年はこの 10 倍ぐらいの損失だったそう
です。ただ、平均すると、４％程度の収益を上げて
います。
　年次寄付の上位 10 位の国・地域は、資料の通り
で、①アメリカ②日本③インド④韓国⑤カナダ⑥台
湾⑦ドイツ⑧オーストラリア⑨英国⑩ブラジルの順
です。資料のその右側にロータリアン 1人当たりの
寄付額が出ています。１人当たり 100 ドルの目標で
運動しています。
　この年度にポールハリスフェローになった人は
47,218 人です。年次基金に累計で 1,000 ドル以上を
寄付した人です。ベネファクター、遺贈友の会会
員（恒久基金へ 1,000 ドル以上の寄付、遺贈の誓約）
は 2,794 人です。
　１万ドル以上の大口寄付者は 2,199 人です。アー
チＣクランフ・ソサエティ（25 万ドル以上の寄付）
は 55 人です。それから冠名基金（恒久基金に２万
5,000 ドル以上を寄付）は、自分の好きな名前を付
けることができます。日本の場合は田中作次・京子
ロータリー平和フェローシップ基金など 12 件が新
たに設立されました。以上が収入の部です。
　続きまして、財団の支出は、プログラム補助金（人
道的補助金プログラム、教育的プログラム、ポリオ・
プラス・プログラムなど）が１億 8,570 万ドル（185
億７千万円）、プログラム運営が 1,830 万ドル（18

「ロータリー財団について」

億３千万円）、運営費（一般管理費、寄付増進）が 2,340
万ドル（23 億４千万円）です。総合計で２億 2,740
万ドル（227 億４千万円）で、不足分は 6,110 万ド
ル（61 億１千万円）です。これは財団の準備金が
あるので、取り崩しをしたそうです。2012 年度の
財団の純資産は７億 3,990 万ドル（733 億９千万円）
です。
　それから、以前は一般財団法人でしたが、公益財
団法人ロータリー日本財団（2010 年 12 月 24 日に
取得）となり、米山記念奨学会と同様に、財団への
寄付は税制上の優遇措置を受けられます。以上が
ロータリー財団の財務内容です。
　昨年度、お渡ししました「分かりやすいロータ
リー」や、ロータリーの友に書いてあります。また、
ウエブサイトにも詳しく書いてあります。また、ロー
タリーの報告もあり、そこには、ロータリー会長ら
が年間、使う経費なども書かれています。ウエブサ
イトには、かなり詳しく出ています。国際ロータリー
の純資産は１億 7,160 万ドルあります。
　いずれにしても、今年は地区から年次基金に 150
ドル、ポリオプラスに 20 ドルをお願いしています。
既に年次基金に１万円の寄付を頂いていますので、
残り５～６千円です。ご協力をお願い申し上げます。
また、ポリオプラスにはテレホンボックスへの寄付
をお願い申し上げます。
　※山野辺委員長が今年８～９月に訪米した際に訪
れたロータリー本部の様子を写真などを使って紹介
されました。

　10 月 27 日（日）横なぐりの雨の中、2530 地区の
社会奉仕事業である第４回猪苗代湖水草回収事業に
参加して来ました。参加された６名の皆様雨の中ご
苦労様でした。



会報・広報委員会 三瓶和秀　安田信二

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

★本日の例会案内　11月21日（木）PM12：30～
　　第４回クラブ協議会（地区大会報告）
　　お食事メニュー＝鰤大根

★次回の例会案内　11月28日（木）PM12：30～
　　新人卓話　いわき明星大学　山崎洋次学長
　　お食事メニュー＝牛フィレステーキ　イタリア風

♥森雄治さん（職場訪問例会参加おつかれさまでし
た。奈良校長ありがとうございました）♥奈良宏一
さん（先週は福島高専を職場訪問いただきありがと
うございました。本日はこの室の前の室で福島高専
主幹の「産学交流の日」を午後１時半から開催しま
す。産の参加者が少ないので時間のある方はぜひご
参加下さい）♥関口武司さん（結婚祝、ありがとう
ございます）♥酒井睦雄さん（職場訪問欠席すみま
せん）♥吉田義尚さん（奈良先生、先週はいろいろ
お世話になりました）♥山野辺倉平さん（11 月は
ロータリー財団月間です。ご協力宜しくお願いしま
す）♥三瓶和秀さん（山野辺委員長卓話よろしくお
願いします。吉田さん本日新聞拝見しました）♥佐々
木芳弘さん（山野辺さん卓話宜しく。結婚祝ありが
とうございます）♥坂本佳友さん（山野辺さん卓話
楽しみにしております）♥吉田仁平さん（山野辺氏
の卓話たのしみ）♥阿部弘行さん（山野辺さん卓話
お願いします）以上、11 件

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我らの生業）・
ロータリーの目的　（佐々木宏会員）・四つのテス
ト（佐藤淳会員）〕

　先週は、職場訪問・移動例会に参
加いただき、ありがとうございまし
た。また、奈良校長には大変、お世
話になり、ありがとうございました。
原町ロータリークラブの創立 50 周
年記念式典が 10 月 26 日に開かれ、

私と原町の地理に詳しい伊藤盛敏さんと出席しまし
た。従来は高速道路を使い、６号国道をまっすぐ行
けば１時間 40 分で着くということですが、今は原発
事故で通れませんので、小野新町を経由し、伊達市
に出て、それから向かい、山道を約３時間くらいか
かりました。この問題が早く解決しないと、いわきと
相双地区のアクセスが良くならないと実感しました。
　また、10 月 27 日は猪苗代湖水草回収事業に、当ク
ラブから私と社会奉仕委員長の伊藤盛敏さん、大久
保健蔵さん、越智正典さん、志賀弘昌さん、松崎浩
さんの６人で参加しました。伊藤さんからメモを預
かっています。「横なぐりの雨の中、2530 地区の社会
奉仕事業である第４回猪苗代湖水草回収事業に参加
して来ました。参加された６名の皆様、雨の中、ご
苦労様でした」とのことであります。いわきは天気
が良かったのですが、向こうに近付くごとに天候が
悪くなりました。気温は８度でしたが、体感はもっ
と低かったかと思います。その中で、何事もなく、
スタートし、驚きました。いわき地区からは平クラ
ブのみの参加でした。
　国分寺ロータリークラブから 11 月 11 日に、ここ
で 13 人で食事することになり、平クラブからも参加
してほしい、との依頼があります。

◆会長挨拶ならびに報告

⃝�いわき勿来ロータリークラブから 11 月プログラ
ム予定表、いわき桜ロータリークラブから会報、
いわき平中央ロータリークラブから会報が届きま
した。
⃝いわき金成公園岩出の郷収穫祭の案内が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（代理・松村幹事）
例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数

11 月７日 51 名 30 名 ―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）
　松崎浩さん、阿部弘行さん、松﨑倫久さん、吉田義
尚さん、大久保健蔵さん。以上５件
◆ 米山記念奨学会委員会（代理・山野辺倉平会員）
　奈良宏一さん、酒井睦雄さん、大久保健蔵さん、
松崎浩さん。以上４件

　ロータリーの友の見どころ・読みどころを紹介し
ました。

　福島高専への職場訪問例会を報告

◆ 雑誌委員会（佐々木宏副委員長）

◆ 職業奉仕委員会（吉田義尚副委員長）

◆スマイルボックス委員会（佐藤淳会員）

★ 結婚祝

佐々木芳弘さん
（11月15日）

関口武司さん
（11月８日）

◆司会：松村幹事

四つのテスト
佐藤淳会員

ロータリーの目的
佐々木宏会員


