国際ロータリー
第２５８０地区

2020 年（令和 2 年）2 月 5 日（水）第 27 回例会（通算 2867 回）
今月のロータリーレート 1＄＝110 円
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地区ガバナー：新本 博司氏 奉仕の実践/平和で明るい未来

今週の御嶽の紹介

多田御嶽（タダオン）真栄里

今から 500 年前の琉球王府時代、八重山最高神職の初代「大阿母」を務めた多田屋遠那理（タダヤブ
ナリ（ｵﾅﾘ））が、首里への上国の際に（逆に戻る時という説もあります）遭難してしまい安南（現在のベトナム）
に漂流、その安南から戻る際に、稲の種子や穀物の種子をもって上陸したとされる場所が真栄里の多田浜
とされています。（多田御嶽は、種子を一時置いた大きな岩の下にも作物の神が宿ったとして、崇拝するよう
になったそうです。）（またこの御嶽は、安南から作物栽培の指導のために同行した人「神」を祀ったところと
いう説もあります。）持ち帰った五穀の趣旨を広めたのが種子取祭の由来とされ、平得村の種子取祭は、毎
年この御嶽で早朝、ユーニガイ(世願い)を行い、その年の豊作を祈願します。
※この御嶽は真栄里海岸に 1938（昭和 13）年に建立されました。
※多田御嶽は多田浜御嶽（ﾀﾀﾞﾊﾏｵﾝ）とも呼ばれます。
「多田御嶽」

「多田御嶽」
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1 月 29 日水）第 26 回（通算 2866）例会記録 「会員卓話：南波 正幸 氏
」
◇◆◇会長挨拶：橋本

孝来◇◆◇

◇◆◇幹事報告：大田

次男◇◆◇

有効クラブの札幌真駒内ＲＣから首里城再建への義捐金とし
て 3 万円を預かっております。札幌真駒内ＲＣが所属している
第 2510 地区としては、今回の首里城は自然災害ではないと
いうことで、各クラブの任意でしてくださいとのことでしたが、札
幌真駒内ＲＣは当クラブと有効クラブであることから、ぜひ義捐
毎日、感染症のニュースばかりですが、石垣は先週マラソンも

金を預けたいということで、集まった金額を当クラブの 5 万円と

あり、ロッテの新人の佐々木さんも来ているようですね。マラソ

一緒に合計 8 万円を第 2580 地区のガバナー事務所へ本日、

ンの時は、私も応援に参加して、頑張れと手をたたき続けてい

送金させていただきます。札幌真駒内ＲＣより石垣ＲＣの皆様

ましたが自分も元気が出ました。私の自宅の直前、名蔵の方

へよろしくお伝えくださいとのことでした。2/1（土）に第 19 回ま

の坂道でやいま村に向かって登っていく所ですが、皆さんつ

るざーフェスティバルへのご案内が来ており、会員の皆さんの

らそうにしていて大半が歩いていました。それを見ていると箱

中で当日、時間がある方はぜひ顔を出して頂けたらと思いま

根の大学生たちは凄いなと感心しました。先週は、映画のロケ

す。9 時～5 時石垣福祉センターで、講演会やワークショップ

も行われていました。てぃだの子という映画の制作中でエキス

などがあります。地区大会 2/11 のロータリーデーの日ですが、

トラも募集していました。うちの病院にも、病院でのシーンを撮

琉球新報と沖縄タイムスの 2 に全 1 ページ、カラーで広告の

りたいから使わせて欲しいという話がありどうぞとお受けいたし

掲載を打ちますという事が実行委員会で決まりました。各クラ

ました。入り口から待合室を走り抜けて病室まで行って、その

ブの企業の皆さんに名刺広告の依頼が届いております。広告

病室で男女が激しい口論をするというシーンがあって、それを

料は 2 社合わせて 66,000 円で合計 54 社を予定しています。

夜 9 時くらいに撮りたいと言われて、いいけれども患者さんた

ご希望の方は 2/3 までに事務局へ連絡をお願いいたします。

ち興奮して寝れないんじゃないかと心配しましたが、そういう事

◇◆会員卓話：南波 正幸 氏◇◆◇

もなく順調にいって翌日の朝も無事にロケを終了しました。か

ロータリー財団委員長

なり古い建物ですが、あれはあれで味があるのかなといい方

◆テーマ◆
ロータリー財団について

に解釈しており、映像に残るというのも有り難いことかなという
ふうに思っています。また先週は、ロータリーに関連する事で

皆さん、こんにちは。ロータリー財団のお話は、本当はロータリ

いいますとメールが届いていましたが、ビルゲイツと奥さんが、

ー月間に話さなければいけないのですが、ちょうどロータリー

エンドポリオの寄付をロータリーとのパートナーシップ延長して

財団の資料がありますので、パワーポイント使って 2019-20 年

やるとのビデオレターがありとてもいいビデオレターでした。一

度版でお話いたします。今から約 100 年前の 1917 年に、当

人で 300 億円からＭＡＸ600 億円くらいまで出すつもりでいる

時のＲＩ会長が“世界に何か良いことをしよう”と呼びかけてロー

とおっしゃっていましてびっくりしました。彼が言っていました

タリー財団が設立されました。ポール・ハリスがロータリーをは

のは、いろんなプロジェクトは最後の最後が一番大変なんだと

じめた 12 年後のことです。当時は第一次世界大戦の最中で

おっしゃっていて、カウントダウンでテン、ナイン、エイトとズー

ありましたが、大きな器で世界に奉仕することを考えていたア

きてワンまでくるけど、ゼロと言えるのはつらく苦しい戦いなん

ーチ・クランフに敬意を憶えます。財団の活動は、ポリオ根絶、

だという表現をされていました。やっぱり完璧というのはほんと

ロータリー平和フェローシップ、補助金の 3 つです。前年度の

に大変なんだと思いますけれども、そこまで一緒にやって行く

寄付総額は 4 億 1,470 万ドルです。120 万人が協力すると、

という事で、そういう活動に私個人としても加えてもらっている

大きな金額になりますね。次年度の世界のファンドレイジング

という本当にロータリーに有り難みを感じています。あと医者の

目標は、4 億ドルです。前年度の支出総額は 3 億 2800 万ド

部分で言うと、ポリオが撲滅されたとして、ウイルスが消滅され

ルで、全体の 92％が財団活動とその運営費に使われていま

る訳ではないだろうと。だからワクチンをずっと人類は打ち続

す。財団は、チャリティ・ナビゲーターから 11 年連続で 4 つ星

けるのか、この辺の話が次また出てきて、副作用がゼロのワク

評価を受けています。チャリティ・ナビゲーターは、アメリカ国

チンというのは多分世の中にないと思いますので、そのような

内の慈善団体の格付けを行う機関です。この評価は、寄付金

話題のディスカッションは次にはスタートするのだろうなと考え

が効果的にプログラムに活用され、健全なガバナンスが保た

ているところです。本日は、南波さんにロータリー財団につい

れているとお墨付きをもらっているということです。英語版には

てという事で卓話をご用意いただきました。南波さんよろしくお

なりますが、ウェブサイトで会計報告を閲覧することもできます

願いいたします。

し、隠さない、オープンな運営ということはできると思います。

リー平和フェローシップについて説明いたします。ロータリー

本部の年次報告や収支報告を目にしたことがないという方が

平和フェローシップは、世界平和と開発の担い手となる人材を

いらっしゃるので、参考資料としてスライドに貼り付けます。年

育てるための奨学金プログラムです。提携大学内に「ロータリ

次報告書は本部のウェブサイトからダウンロードできます。全

ー平和センター」を設け、そこで学ぶ方に奨学金を提供します。

体像の説明は以上です。続いて、ポリオ根絶活動について説

平和センターは地球上に 6 カ所しかありません。その内の 1

明いたします。ポリオの正式名称は「急性灰白髄炎」一般に

つが、なんと日本に、しかも東京（国際基督教大学 略して

「小児まひ」とも呼ばれます。ポリオは感染した人の排せつ物

ICU）にあります。ICU の平和センターには毎年 10 名が来日

で汚染された飲用水や食品を通じて広まる腸内ウイルスです。 し、2 年間、平和と開発を研究し修士号取得を目指します。
感染者の腸でウイルスが増殖し、下水のインフラがないような

ICU 周辺の地区がホストエリアとなり、各地区 2 名程度のカウ

エリアで、手や指を介して口からウイルスが侵入し、主に子ど

ンセラーをしています。スライドは 2580 地区が担当している

もが感染します。しかし、ウイルスが体内で生きられるのは 1 か

16 期生（2017-19）と 17 期生（2018-20）の 4 名です。皆様の

月程度ですし、体外で生きられるは 2 週間だけなので、感染

ご寄付がここに写っている彼らの奨学金になり、学びや生活を

の連鎖を断ち切ればウイルスを根絶させると考えられています。 支えています。このプログラムは、2002 年に開始された比較
ロータリーは 1985 年からポリオの根絶を目指し、今まで 18 億

的新しいものですが、創立から 10 年あまりで 1200 人以上の

ドル以上の資金を投入してきました。世界で大流行したポリオ

人材を輩出してきました。その多くは国連や世界銀行といった

ですが、2018 年は 3 ヵ国、33 人だけでした。もう日本人には

国際機関や、草の根の NGO でリーダーシップを発揮してい

無関係と思う方がいますが、日本を含めた「ポリオ根絶宣言」

ます。平和構築の分野で 3～5 年の経験がないと申請できま

がされている国でも、今なお、子どもたちへのポリオの予防接

せん。かなり条件が厳しいですが、2019-20 年度は 100 名の

種を継続され、税金が使われています。2019-20 年度地区ポ

枠に対して、700 名の申請が世界中からあったそうです。4 月

リオプラス委員長が、2018 年 3 月にインドのワクチン全国一

には、東ティモールで活動中の日本人男性からの国際電話で、

斉投与活動に参加してきたそうです。その方が参加したブー

2580 地区にも推薦希望の問い合わせがあったそうです。国

スだけでも 1 日で 5 歳以下の子ども、300 人以上にワクチンを

際 NGO 団体でプロジェクトマネージャーとして農村地域の農

投与したと話していました。翌日は保健師と共に各家庭を個

業事業や女性の貧困対策支援に携わっている方とのこと。そ

別訪問しワクチンの投与を行ったそうですが、全ての建物や

の方のように途上国での支援活動を経験している人を、平和

家々に驚くほどたくさんのお子さんが住んでおり、ワクチンが

センターでより強化して、途上国で更なる貢献をするというの

いくらあっても足りないと感じたとおっしゃっていました。保健

がこのプログラムの目指すところです。ここで、素食例会をご

所や病院での感染症の予防接種が定着しているのは、一部

提案いたします。素食例会とは、例会食をカレーや軽食にし

の近代国家だけです。この棒グラフは発症数が減少している

て、節約できたお金を寄付するというもので、チャリティーラン

ことを示していますが、ワクチン投与活動を怠れば、いつまた

チと呼んでいるクラブもあるようです。当クラブでも実施をしま

どこかの地域で流行するとも限りませんので、この地球上から

せんか？あるクラブでは軽食にすることでお一人 1200 円を浮

ポリオが根絶されるまで支援する必要があると思います。もう

かせ、それを活動に充てるということをしたそうです。素食例会

ひとつ、2580 地区のロータリアンが忘れてはならないことがあ

をして、「国際ロータリー第 2580 地区ロータリー平和フェロー

ります。それはこのポリオ根絶活動をロータリー財団の事業と

シップ基金」へ寄付をするということをクラブ役員の皆様やプロ

して取り上げさせたのが、日本人のロータリアン、それも東京

グラム委員長と検討できればと考えております。2010-11 年度

麹町 RC の会員であった山田ツネ氏であったということです。

から 2580 地区では現在の補助金制度が始まりましたが、既に

命をかけて献身された偉大な先輩の存在を、いつまでも記憶

66 クラブが地区補助金を 1 度以上利用しているそうです。補

に留めていただきたいと願います。ポリオには、特効薬などの

助金は、当地区の会員の皆様が、財団に寄付したものが原資

確実な治療法はないため、義手や義足を製作し少しでも生活

です。３年前の寄付の約半分を地区が使うことができます。補

が楽になるように支援をするしかありません。ポリオは予防する

助金は「地区補助金」と「グローバル補助金」の 2 種類ござい

ことが一番有効な手段です。そのためにはロータリーや協力

ます。どちらも「人道的プロジェクト」と「奨学金」に使うことがで

団体からの継続的な資金援助が求められています。地区のポ

きます。奨学生は、地区ロータリー財団委員会が募集や選考

リオプラス委員会が掲げている目標はひとり 30 ドルです。当ク

を行いますので、各クラブでは人道的プロジェクトの計画と実

ラブとしてもポリオ根絶までポリオプラス基金への寄付を募りた

施が期待されています。2 つの補助金の基本的な条件を説明

いと思いますので、ご協力をお願いいたします。次に、ロータ

します。グローバル補助金は、実施国と援助国のロータリーが

共同で実施し、総額 3 万ドル以上、ロータリーの 6 つの重点

つ総額の 80％です。つまり総額 75 万円の活動が、クラブ拠

分野に該当する活動でなくてはなりません。日本のクラブが途

出金 15 万円だけで実施できるということです。補助金は私た

上国のクラブを支援するケースが多く見受けられますが、先方

ちの寄付が原資です。しっかり寄付し、しっかり補助金を使うと

にまかせっきりの、いわゆる便乗でないように注意が必要です。 いうのが理想なので、どうぞよろしくお願いいたします。周年式
グローバル補助金は、いつでも申請できます。面識のないクラ

典では奉仕活動の報告をできればと思いますので、奉仕活動

ブと組むのは現実的ではないので、皆様の中に海外のロータ

を計画してみてはいかがでしょうか？ 寄付に関して説明いた

リアンとお知り合いの方がいらっしゃればぜひご紹介いただき、 します。2017-18 年度の 2580 地区の寄付総額は 69 万ドル
両クラブが交流をすることからはじめる必要があると思います。

でした。 2018-19 年度は 4 月の段階で 62 万ドルということで

他のクラブでは米山奨学生に協力してもらい、その方の出身

す。2017-18 年度の平均額は 229 ドルということで、目標の

国で活動をしたり、姉妹クラブの関係で計画を進めたりしてい

230 ドルには 1 ドルの未達でした。2580 地区では正会員の皆

るようです。地区補助金は、1 年以内に完了する活動で、クラ

様から一人 230 ドルを、4 つの種類に指定いただくようお願い

ブ単独で実施できます。名前のせいで、地区補助金は日本で

しています。これ以上できるクラブも、そうでないクラブもあるの

行う社会奉仕活動、グローバル補助金は海外で行う国際奉仕

で、地区の寄付方針を目安として、各クラブが寄付目標額を

活動と勘違いされている方がいるようですが、地区補助金でも

設定します。当クラブの寄付目標は、お一人××ドルで、内

国際奉仕活動はできます。いきなりグローバル補助金で規模

訳は年次基金へ××ドル、ポリオプラス基金へ××ドル、恒

の大きい活動をするのは難しいと思いますので、まずは地区

久基金に××ドル、2580 地区の平和フェローシップ基金に×

補助金を使って国際奉仕活動をしてみませんか？その活動

×ドルです。ロータリー財団では、感謝の気持ちを表すために、

に際し、メンバーが現地を訪問すると思いますので、その機会

さまざまな認証の機会を用意しています。地区大会で表彰さ

に周辺クラブのロータリアンと会ってみて、うまくいくようなら翌

れている「クラブのバナー認証」もそのひとつです。表彰を目

年度に同じエリアでグローバル補助金プロジェクトをやるという

指すクラブがここ数年増えているようです。当クラブも認証を目

のも一つの手だと思います。地区補助金につきましては、支

指したいと思っております。クラブのバナー認証の条件は、新

援基準と留意点を良く確認し、申請準備をする必要がありま

入会員を除く正会員全員が 25 ドル以上の寄付をしていること

す。内容は財団の使命に沿ったものでないといけません。財

と、平均額が 100 ドルに達していることの 2 つです。両条件を

団の使命とは、「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教

年次基金だけで達成すると「Every Rotarian, Every Year」、

育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、親善・平和

年次基金だけでは無理でも全基金の合計で達成できれば

を達成できるようにすること」です。地区補助金を使う活動とし

「100％ロータリー財団寄付クラブ」のバナーが贈呈されます。

てふさわしくないものの例はスライドの通りです。これらの事項

寄付推進は、スライドの 3 つの方法が一般的のようです。→①

にあたると支援は認められません。他団体の活動や、地域の

を採用しているクラブの場合、当クラブは①の方法を採用して

少年野球等のイベントには補助金を使えません。支援を考え

おります。→②または③を採用しているクラブ、当クラブは②

ているエリアにどのような問題があり、他団体はどのような活動

（または③）の方法を採用しております。4 月 23 日の地区研修

で支援をしているか知ることは重要です。しかし、安易にそれ

協議会の時に、地区ロータリー財団委員会から、②③のクラブ

に乗っかるのではなく、問題解決の一助となるために、ロータ

にも、①の「会費と同時に寄付も集めて欲しい」という会員がい

リークラブとして独自の活動ができないかを考える必要があり

るのではないか？と呼び掛けられました。寄付デスクでのやり

ます。他団体ができないことでも、ロータリークラブの信用、資

取りが面倒とか、仕事が現役でなかなか自クラブの例会に出

金、人材、知恵、ネットワークがあればできることはあるはずで

られないとか、支店長なので会費と同時なら経費にできるとか、

す。個人では思いもよらないこと、解決できると思えない問題

現金を持ち歩かない主義など、理由は様々ですが、①を希望

でも、クラブの複数のメンバーが協力すれば、できることがある

する一部の方に対応できないかと提案いただきましたので、

かもしれません。皆様お忙しいかと存じますが、できる人がで

当クラブでも①をご希望の方がいらっしゃれば、私か事務局に

きることをやり、役割分担し、計画的に当クラブでも進めてまい

申し出ていただければと思います。日本のロータリーの寄付は、

りましょう。地区補助金の申請受付期間は 7～9 月です。2019

まず公益財団法人ロータリー日本財団に入り、そこから本部

年 7～9 月に申請するのは、2020-21 年度に実施する活動で

に送られるので、個人、法人からのご寄付には税制上の優遇

す。地区補助金委員に面会や電話で相談できる「補助金カウ

措置が受けられます。最後にポール・ハリス・ソサエティという

ンセリング」という制度がございます。必要があれば当クラブで

認証に関して説明します。ポール・ハリス・ソサエティは、年次

も依頼をしましょう。地区補助金の支援額は、上限 60 万円か

基金かポリオプラス基金に毎年 1000 ドル以上ご寄付くださる

方を認証する制度です。2580 地区では一人 230 ドルを地区

グが贈呈されます。例会や地区大会ではウィングを皆で付け

方針として呼び掛けておりますが、これは新入会員や若い方

ましょう。ちなみに、ポール・ハリス・フェローには馴染みがある

を考えての設定です。日本には 871 名、当地区には 33 名の

と思いますが、これは、年次基金とポリオプラス基金への寄付

ポール・ハリス・ソサエティがいます（2019 年 3 月時点）。他地

が累計 1,000 ドルに達した時にポール・ハリス・フェローになり、

区ではポール・ハリス・ソサエティを対象とした食事会を行って

その後は寄付 1,000 ドル毎にマルチプル・ポール・ハリス・フェ

いるようなので、2019-20 年度は 2580 地区でも実施を検討し

ローのレベルが+1 から+8 まで上がっていきます。メジャードナ

ているそうです。ノブレス・オブリージュというフランス語があり

ーというのは、全基金合計で、寄付累計が 1 万ドルに達した時

ます。身分の高い者はそれに応じた責任を果たさなければな

に認証されます。ポール・ハリス・ソサエティになると宣言くださ

らないという意味で使われます。パスト会長やパスト財団委員

った方が毎年 1,000 ドル寄付すると、10 年でメジャードナー

長の皆様や、会長エレクトやノミニーの皆様には、その責任と

になるということです。実際には入会してから今までにいくらか

ステータスを明示するために、ポール・ハリス・ソサエティにな

のご寄付をなさっていると思いますので、10 年待たずにメジャ

っていただきたく期待しております。本日、ポール・ハリス・ソサ

ードナーになると思います。メジャードナーになると顕彰午餐

エティになると宣言いただける方は、卓話後にお知らせくださ

会で RI 会長と写真を撮ったり、国際大会でメジャードナーだ

い。後日、ガバナーと地区ロータリー財団委員長のサインがさ

けが参加できる食事会の案内がもらえたりするそうです。以上

れた認証状と、ロータリーの襟ピンとセットで胸に付けるウィン

です。ご清聴ありがとうございました。

～例会風景～

本日のニコニコ
✩橋本 孝来氏：南波さん、卓話ありがとうございます。
又、小林さん、新垣さん、宮城早人さん、誕生日おめでとうございます。
☆大田 次男氏：お陰様で義母が 97 才のカジマヤーを迎える事ができました。
✩今西 敦之氏：南波パスト会長 本日の卓話楽しみにしております。先週の職業奉仕、財団委員会
合同新年会ご参加の会員ありがとうございました。
✩松尾 和彦氏：感染症に負けない食生活を心がけましょう！
◆BOX￥4,000 （累計￥193,700） ◆コイン￥3,509 （累計￥53,186）

合計 ￥246,886

伊盛米俊氏 18 日（火） 吉田貴紀氏 18 日（火） 佐久本達氏 23 日（日） 金城力氏 24 日（月）

