
 

本日のロータリーソング    

「我等の生業」 

我等の生業  さまざまなれど 

集いて図る  心は一つ 

求むるところは  平和親睦 

力むるところは 向上奉仕 

おゝロータリアン 我等の集い 

 

２０１７年１１月１４日発行               第２８２４回例会 

 

 

 

 

 
 

―本日のプログラム― 

        長期交換留学生卓話 パット君  

５分間卓話 

 

―次回以降のプログラム― 

        11/21  新会員卓話 島倉秀也君     

11/２８ 疾病予防と治療月間  会員卓話「免疫力向上」 久保武士君 

 

 

第 2823 回例会記録（2017 年 11 月 7 日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ 奉仕の理想 

ゲスト 地区ロータリー財団 グローバル補助金担当 佐藤敏近委員（鹿島中央ＲＣ） 

タイ・ウンセンさん（米山奨学生） 

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

幹事報告 

関野幹事 

・本日、新会員“小林 仁”君が入会されました。これからよろしくお願いいたしま

す。 

・地区ロータリー財団委員の佐藤君、本日は卓話をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

・たつのこ柔道大会の開会式が１１/１２（日）９時よりあります。服装は自由で

す。ご参加をよろしくお願いいたします。 

・例会終了後、理事会を開催いたします。 

 

・例会の変更： 龍ヶ崎中央ＲＣ １１/２４（金）休会 

 

委員会報告 

出席委員会 

杉野（美）委員長 

 

 

会員３５名、出席２９名               出席率：   82.86％                          

先々週の訂正出席率：91.43％ 

欠席：糸賀君、工藤君、倉沢君、片平君、滝澤君、山崎君 



 

 

親睦活動委員会 

小島（律）委員長 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

沼野委員長 

メークアップ：牛久ＲＣ（山崎君、小島（律）君、沼野君）、 

龍ヶ崎中央ＲＣ（渡利君） 諮問委員会（倉沢君） 

 

・１１/１９の親睦旅行の参加者は１５名となりました。詳細については参加者の

方に来週お渡しいたします。また￥２５,000 の会費は当日集金いたしますので

よろしくお願いいたします。 

・１２/１６（土）の忘年会についてですが、１０日に毛利君、山崎君、糸賀君、

私でヒルトンホテルへ下見に行って参ります。その後、６：３０より親睦委員会

を開きます。場所はまだ決まっておりませんので、後ほどお知らせいたします。

また、親睦委員会のメンバー以外の方でもお知恵を貸して頂ける方、参加希望の

方がいらっしゃいましたら、ご連絡頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

米山特別寄付にご協力頂きましてありがとうございました。皆様から頂いた寄付

金額については１２月の週報にロータリー財団寄付と一緒に掲載致しますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

出前卓話「ロータリー財団について」 

地区ロータリー財団 グローバル補助金担当 佐藤敏近委員（鹿島中央ＲＣ） 

ロータリー財団は 1917 年、アーチ C クランフ氏が「世界でよいことをする

ために」基金の設置を提案したことに始まっています。財団の活動については、

“Ｍｙ Rotary”で見て頂くと沢山ありますので是非ご覧になってください。 

 

 ◆財団からの補助金は２種類あります。 

   ・地区補助金・・・奉仕プロジェクト、奨学金、ＶＴＴ（職業研修チーム） 

   ・グローバル補助金・・・人道的プロジェクト、奨学金、ＶＴＴ 

  

地区補助金は各クラブで比較的自由に使えます。上限 2,500 ドルでかかった費用の 35％が補助されます。補

助金を申請する場合は１年半前に手続きが必要ですので、補助金を受ける場合は前年度のうちに申請をしなけれ

ばなりません。来年度７月からの奉仕プロジェクトの計画がある場合、その前年度の 4 月 30 日までに計画を地

区に提出し申請しなければなりません。 

さらに 3 月に行われる資金管理セミナーに出席して頂くことが条件です。これに参加すると参加認定書が地区

より発行されます。守って頂きたいのは奉仕プロジェクト終了後 1 ヶ月以内に報告書を提出して頂くことです。

報告書、領収書、明細書は複写を提出して頂いて原本は各クラブで 5 年間保存して下さい。 

 

グローバル補助金は 30,000 ドルから 400,000 ドルまで大きな金額を使うことができる補助金ですが、現実に

は地区が「ＤＤＦ」として持っているお金を使うことができます。この補助金を使う時は 6 つの重点分野のいず

れかに関連していなければなりません。 

◆6 つの重点分野とはロータリー財団の使命を 6 つに分けたものです。 

1.平和と紛争予防/紛争解決 

2.疾病予防と治療・・・・竜ケ崎クラブで継続中の事業「移動式レントゲン車」 

3.水と衛生             



4.母子の健康 

5.基本的教育と識字率向上 

6.経済と地域社会の発展            

 

 このグローバル補助金の奨学金で大変機能した一例として国連の緒方貞子さんや中満泉さんがいらっしゃい

ます。皆様から頂いた寄付金は 3 年間運用され、「ＤＤＦ」として寄付の半額が地区に還元され、その内の 50％

が「地区補助金」として各クラブにて地域の為に有効活用されており、残りの 50％が「グローバル補助金」と

してこのような支援活動に活用されています。 

 

ポリオについては、現在世界中の発生件数はかなり落ちてきておりますが、未だ発生している国は紛争地域の

ため、接種そのものが大変です。ですがあともう少しですので、もうしばらく２０ドルのご寄付にご協力をお願

いしたいと思います。 

  

◆地区での寄付目標 

会員 1 人あたり 150 ドル（年次寄付 130 ドル、ポリオ 20 ドル） 

恒久基金 1,000 ドル（クラブ 1 名以上） 

ポールハリスソサイエティ 1,000 ドル以上（年次寄付＋ポリオ＋指定寄付を毎年 1,000 ドル） 

 

  竜ケ崎クラブで現在継続中のグローバルグラント「レントゲン車」についての進捗状況を確認して参りました。

先日、ロータリー財団からも許可が下りていますから、あとは資金が全部振り込まれればという段階ですので、

あと少し待てばということだと思います。是非、この事業が成功するよう祈念しております。 

 また、この事業は２年越しの計画だと思います。中間報告をして頂くようになりますし、最終報告は相手側の

クラブも一緒に出して頂かないといけないので、それだけはどうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

小林
こばやし

仁
ひとし

君  紹介者：大貫君 

（株）ジェイライフ（介護事業） 代表取締役 

職業分類：    高齢者施設 

  事業所住所： 南が丘 2-6-1 

  電話番号:    0297-64-9880 

 

 

 

 

今日の例会後２時より「ゆかりの里」でお箏の演奏をします。どうぞ皆様聞きに 

いらしてください。よろしくお願いします。 

 

 

 

今月の米山奨学生報告 タイ・ウンセンさん 

おめでとうございます 

新会員入会式 

おめでとうございます 



ニコニコボックス 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

 

   

 

            ・3日：  諸岡佳子君   

・6日：  大貫由美子君  

       ・15日： 糸賀祥治君   

・19日： 渡利千里君 

 

 

 

 

 

￥ ３,000 佐藤敏近君（鹿島中央ＲＣ）  本日はよろしくお願いします。 

￥ ７,000 秋田君   小林君を歓迎して。１１月生まれの女性会員は美人揃いですね。月信に載っている美人 

幹事、メガネ外すと益々です。 

￥ ５,000 寺田君   小林仁君の入会を歓迎して。佐藤敏近委員、本日は宜しくお願いします。 

大貫君   本日１１月より小林君が入会致しました。皆様よろしくお願いします。 

中嶋君   小林君の入会を歓迎します。７５才にして、スマホデビューをしました。  

沼野君   皆様、米山月間の寄附にご協力頂きありがとうございました。公私ともに、工藤君にお世 

話になりました。 

     渡利君   厳しい高齢者の認知症テストをクリアして運転免許証を更新しました。 

￥ ３,000 菊地君   小林君の入会を祝って。 

小島（律）君 ＲＢ会で優勝しました。皆様のおかげです。 

倉沢君   佐藤君、本日のご訪問を楽しみにお待ちしておりましたが、腰痛のため例会を欠席いた 

します。卓話よろしくお願い致します。  

小島（孝）君 結婚記念日のお祝いをいただくことになりありがとうございます。 

関口君   結婚記念日のお花をいただきました。 

￥ ２,000 末益さん  一昨日久し振りに綺麗な満月をみて感動しました。その日は満５０才の誕生日でした。 

￥ 1,000 石嶋君   週報に写真が載りました。 

大竹君   早退します。 

池田君   早退します。 

佐伯君   早退します。 

 

 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに石嶋副ＳＡＡ（電話 0297-６２-４５８３）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820 地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   創立：1959 年 11 月 25 日 

                  ☆会長・寺田寿夫 ☆幹事・関野康子 ☆ＳＡＡ・渡利千里 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011 龍ヶ崎市横町 4209 電話 0297-62-2112 

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30         URL: http://ryugasaki-rc.org/ 

☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ    ☆  姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ 

私は進んで奉仕の資金を提供します 

小計   17件   ￥   56,000 
累計  238件   ￥  797,000 

11 月のお誕生日、おめでとうございます 

おめでとうございます 

http://ryugasaki-rc.org/

