
 

本日のロータリーソング「それでこそロータリー」 

どこであっても やあと言おうよ 見つけた時にゃ  おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ  それでこそ ローローロータリー 

２０１６年１１月１５日発行               第２７７６回例会 

 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

５分間卓話 関口君、渡利君、若井君、毛利君 

 

―次回以降のプログラム― 

11/22  クラブ創立記念日についての卓話   

11/29  夜間例会 新会員歓迎会 18：30～ 於：松泉閣 

12/6  祝事、年次総会、次年度会長挨拶 

12/13  前期事業報告(会員組織委員長・クラブ運営委員長・クラブ広報委員長・奉仕プロジェクト委員長 

ロータリー財団委員長・米山記念奨学会委員長) 

   

 

 

 

第 2775回例会記録（2016年 11月 8日開催） 
 

 

点鐘・ソング 佐伯会長 ・ 我等の生業 

ゲスト 地区財団委員会 塙 伸一 ポリオプラス委員長（つくばシティＲＣ） 

ビジター 岡本静子会長・高野昇幹事（取手ＲＣ） 

会長報告 

佐伯会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11/1の理事会で下記の議案が承認されました。 

 ①12月のプログラム 

  12/6  祝事、年次総会、次年度会長挨拶 （時間があれば会員 5 分間卓話） 

   12/13 前期事業報告(会員組織・クラブ運営・クラブ広報・奉仕プロジェクト・財団・米山) 

  12/20 家族忘年会 18：30～ 於： ラ ロテュス つくば市松野木 195-7 

  12/27 休会 

 ②11/29（火）の例会を新会員歓迎会のため夜間例会に変更 

    時間： 18：30～  於： 松泉閣 

 ③龍ヶ崎ライオンズクラブ結成 50周年記念式典への参加 

    Ｈ29/2/11 14：00～ 於： 流通経済大学 参加者（会長・幹事・次年度会長） 

        （但し、ロータリーカップと同日のため審議中） 

  ④新会員の担当委員会 

   伊東寂円君  親睦委員会、ロータリー財団委員会 

   杉野美左子君 親睦委員会、ロータリー財団委員会 

  

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 
 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



幹事報告 

滝澤幹事 

・11/29（火）夜間例会 新会員歓迎会 於・松泉閣  

・例会変更報告： 牛久ＲＣ11/28（月）19：00～ クラブ協議会のため時間のみ変更 

・ガバナー事務所より 

 ①ＭＹロータリーアンケート 

 ②長期交換候補生決定の件 

当クラブから長期交換候補生として推薦しました関野 匠さん（茗渓学園高等学校

１年生）が正式に候補生として来年8月の出発に向けて準備していただくことになり

ました。 

・回覧： 週報 水戸ＲＣ，水戸西ＲＣ，仙台東ＲＣ 

委員会報告 

出席委員会 

坂本委員 

 

 

 

プログラム委員会 

中嶋委員長 

 

 

 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

秋田委員長 

 

 

 

親睦委員会 

工藤委員長 

 

会員 34名、出席 27名                   出席率：79.41％ 

                     先々週の訂正出席率：96.88％ 

欠席： 大貫君、倉沢君、寺田君、沼野君、岩田君、久保君、関口君 

メークアップ： 牛久 RC（ 山崎君、大貫君）  

 

次週の５分間卓話は関口君、渡利君、若井君、毛利君にお願 

い致しますが、欠席が出た場合はその次の５分間卓話予定 

の方に（沼野君、中嶋君、寺田君、滝澤君）お願いします。 

次回は 11/29に予定されていましたが新会員歓迎会に変更 

になりましたので、今後の例会で時間が余りましたら５分間 

卓話をして頂けますようよろしくお願いします。 

 

本日は財団月間の出前卓話でございます。どうぞよろしく 

お願い致します。 

また財団への寄付金は 11/22の例会までで締め切らせて 

頂きますので何卒よろしくお願い致します。 

 

12/20（火）に家族忘年会を予定しております。 

会費は会員が 1万円、ご家族が 7千円、お子様は無料で 

す。他の詳細や出欠確認につきましては来週の例会で致し 

ますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

 

出前卓話  「ロータリー財団について」    

 地区財団委員会 塙 伸一 ポリオプラス委員長（つくばシティＲＣ） 

   

 私は地区の財団委員会の中でポリオの委員を仰せつかっております塙と申 

します。どうぞよろしくお願い致します。ロータリー財団は今年 100 周年を迎え 

ます。1917年、アトランタの国際大会でアーチ 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。最初は 26 ドル 50 



セントの寄付からスタートしたそうです。 

 

 マッチング グラントというのは２か国以上のロータリークラブが協力 

し、それをロータリー財団が補う制度で 1964年に創設されました。今ま 

で 10000件の案件が実施されています。この写真はネパールに医療 

器具を届ける等海外で様々な活動をしている様子です。 

 

 ◆補助金は地区補助金とグローバル補助金に分かれており、それぞ 

れ 3 つのプログラムで構成されています。 

   ・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。地元や海外の奉仕

活動に使用でき、比較的小規模・短期なもので重点分野の枠にこだわ

らなくてもいいです。来年度の補助金を申請するクラブは来年の 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。 

ただし 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「ＭＯＵ」とい

う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 6 つの重点分野のいずれかに関連し、長期的に大きな成果が期待できる大規模で国

際的な活動を支えるものです。 

グローバル補助金を使ってのプログラムでは、今年地区初の奨学生が牛久ＲＣから申請があり許可されま

した。グローバル補助金の奨学金は重点分野に関連する研究のための留学を支援するために提供されます。

30,000 ドル以上の補助金になりますから、かなり大きな額が使われることになります。 

 

◆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 

3.水と衛生              これらを達成する為に補助金を利用します。 

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            

 

 ポリオプラスというのは、ポリオ撲滅のためとそれ以外にも使われて 

いますよということです。ポリオはかなり少なくなってきており、これまで 

パキスタン 11名とアフガニスタン 6 名の 2 か国だったのですが、ついに 

今年 8 月ナイジェリアでも 2 名発生してしまいました。 

しかし去年は 57 件ありましたので人数はかなり減ってきています。 



  

◆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） 

 現在地区では 8月現在で 46 名。地区としては日本一。 

 

 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

て人道的支援活動に活用されています。 

 

初めに申し上げたように財団は今年 100 周年です。どうぞ皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに糸賀副ＳＡＡ（電話090-1619-2899）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・佐伯優 ☆幹事・滝澤健一 ☆ＳＡＡ・毛利昭男 
☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011竜ヶ崎市横町 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 

スマイルボックス 

塙伸一君（つくばシティ） ￥2,000 

ロータリー月間よろしくお願い致し

ます。 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

小計     7件   ￥ 16,000 
累計    167件   ￥814,525   

杉野君 ￥2,000 先週、世界遺産

の上野、西洋美術館に行って有名画

家の絵画（かいが）を見てきました。良

い絵が見られて行ったかいがありま

した。 

生きているだけでも幸せ♪ その上にうれしいことがあったなら、 
スマイルボックスへどうぞよろしく♪ 

若井君 ￥3,000 塙ポリオ委員

長、取手ＲＣ岡本会長、高野幹事、よ

うこそおいで下さいました。 

小島（孝）君 ￥2,000 講師、塙ポ

リオ委員長を歓迎して。 

岡本静子君（取手ＲＣ） ￥2,000 

先週は事務局の末益さんをお借りし

ました。ありがとうございました。 

佐伯君 ￥3,000 塙ポリオ委員長

を歓迎して。卓話よろしくお願い致し

ます。 

秋田君 ￥2,000 出前卓話よろし

く。 

http://ryugasaki-rc.org/

