
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日のプログラム 第 2062回例会 平成 27年 11月 12日   

ソング： 我らの生業 

行 事：米山委員会卓話 

 第 2061回例会 平成 27年 11月 5日の記録  

 

                             ホームページ更新しました 

 会長の時間  濱田直美会長  

みなさんこんにちは。今年度は、国際大会が

お隣の韓国で開催されますが、ガバナー事務

所からも 12 月半ばまでの登録要請が来てお

ります。私自身も、国際大会には参加したこ

とがございませんので、今回はとても楽しみ

にしています。まだ少し早いようですが、12

月ですと早割が利くのでお得だそうです。是

非、ご家族やご夫婦で大勢の皆様に登録をし

ていただきますようにお願いいたします。 

それと、先週の土曜日には恒例の上野の天

神祭に初めて伺いました。とても楽しい一日

でした。写真を週報に掲載しましたのでご覧

ください。それと、ホームページをリニュー

アルしました。週報は随時載せていきますの

で、また機会がありましたらご覧ください。

前年度の情報も、アーカイブスとしていつで

も見られるようにしていこうと思っています。 

今日は、例会終了後に和田さんに、ホームペ

ージの更新について講習をしに行きます。 

何でもしてくれるので、本当に助かっていま

す。ありがとうございます。 

 先週の木曜日には、初めてのロータリー情

報委員会が開催されました。大崎情報委員長

が仕事の都合でおられませんでしたので代わ

りに私が招集しました。一応、ロータリー情

報となるようなプリントも用意していたので

すが、それよりも普段話せないロータリーに

関する色々なお話ができて、有意義な会だっ

たと思います。次回は、是非会長経験者の皆

様を始め、特に入会 3 年以内の方にはもっと

大勢参加していただき、ロータリーについて

「知らないこと」、「教えてほしいこと」、

「こうしたらいいのでは？」と思うこと、な

ど忌憚ないご意見をおもちよりいただきたい

と思います。そして、クラブ活動のより一層

の向上と充実とメンバー間の友好を図ってい

きたいと思います。 

 私自身のことでは、会長の時間につきまし

て、以前にあるパストガバナーから、「会長

の時間は 1 年限りの貴重な時間なので極力ロ

ータリーに関係のある事柄を会員の皆様にお

話ししてください。」と、言われました。そ

れで、少し堅苦しいなぁって、内心は思いな

がら様々なロータリー情報を今までお話して

きました。でも、例会が楽しく無くなってき

てしまった気がしてロータリーのお話だけと

いうのはやめようと思いました。東伸好さん

の爪の垢でもいただきたいような気持です。

人前でお話しするのは本当に難しいものだと

思う今日この頃です。本日も出席いただき、

ありがとうございます。 
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 幹事報告  西村昭宏 幹事 

▼尾鷲、桑名中央、松阪東ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 

▼地区事務所よりポリオ撲滅 2016 年新春チャリティコンサートにご協力のお願いが届いておりま

す。 

▼１１月のロータリーレートは１ドル＝１２０円です。 

▼ガバナー事務所よりソウル国際大会についてのご案内と財団室ニュースが届いております。 

▼直前ガバナー事務所より地区記録誌が届いております。 

▼岐阜ＡグループよりＩＭ・ガバナー公式訪問報告書を戴いております。 

▼那智勝浦ロータリークラブより週報を戴いております。 

▼前田きもの学院より創立４５周年記念祝賀会のご案内が届いております。 

 

 ロータリー財団委員会卓話 

榎本義秀ロータリー財団委員長 

先月１７日に、

岐阜の都ホテ

ルにて２０１

５－２０１６

年度第２回ロ

ータリー財団

の研修（補助

金管理）セミ

ナーに、行ってきました。本日は、このセミ

ナーの報告をさせて頂きます。 

 ロータリー財団の補助金には、次の１から

３の三種類の補助金があります。 

 

１．地区補助金 

a.活動の種類 

・人道的プロジェクト（奉仕活動を行うた

めの現地への渡航や災害復興活動） 

・奨学金（教育機関のレベルや場所、支給

期間、専攻分野の制限なし） 

・専門職業を持つ人々から成る職業研修チ

ームの派遣（現地の人々に職業研修を行う

チーム、 

・または現地で職業スキルを学ぶチーム） 

b.補助金の使用条件 

 地区補助金は、さまざまな奉仕プロジェク

トに柔軟に活用できます。ロータリー財団の

使命を支える活動であることが条件ですが、

そのほかに多くの制約はありません。地区は、

地区補助金の申請と管理を行う前に、参加資

格の認定を受ける必要があります。 

c.支給額と支給方法 

 地区は、DDF（地区財団活動資金）の５０％

までを地区補助金として、毎年申請できます。

この５０％は、３年前に地区が、年次基金に

寄付した額（および恒久基金への寄付の投資

収益）によって生まれた DDF を基に計算され

ます。 

 

２．グローバル補助金 

a.活動の種類 

・人道的プロジェクト 

・奨学金 ；大学院レベルの留学 

・職業研修チーム(VTT)；専門職業に関係

する研修を提供するチームや、研修を受け

るチームを海外に派遣 

b.補助金の使用条件 

  グローバル補助金の利用にあたっては、

活動が実施される国のクラブまたは地区と、

それ以外の国のクラブまたは地区がパートナ

ーとなって協力することが、求められます。

また双方のクラブと地区は、補助金の申請を

行う前に、参加資格の認定を受けている必要

があります。 

その他の条件 

・継続可能であり、補助金の資金が使い尽

くされた後にも活動成果を、長期的に継続

的に持続させるための計画を含んでいる

こと 

・測定可能な目的を持っていること 

・６つの重点分野のいずれかかに該当する



こと   別添資料２P参照 

・地域社会のニーズに応えること 

・ロータリアンと地域社会の人々の両方が

積極的に参加すること 

・補助金の『授与と受諾の条件』に記載さ

れた要件を順守すること 

グローバル補助金は、年度を通じて随時申請

することができ、申請が受理された順に審査

が行われる。 

c.支給額と支給方法 

 予算３万米ドル以上の活動が対象です。 

 

３．パッケージ・グラント 

三種類の補助金の違いについては、別添資料

３Pをご覧ください。 

次に、２０１６－２０１７年度実施補助金申

請スケジュールですが、１１月中にプロジェ

クトを計画して頂き、別添資料３P のスケジ

ュール表にありますように、２０１６年１月

３０日迄に提出してください。 

審査後、補助金の送金は２０１６年８月で、

プロジェクト終了は２０１７年３月までとな

っております、プロジェクト報告書の提出期

限は、２０１７年４月１０日となります。 

報告書は、２０１７年５月に地区一括で TRF

に提出のため、期限は厳守してください。 

また、下記のような注意点の説明がありまし

た。 

１）事業内容を勝手に変更 

２）単なる寄付金事業や他団体が主催する

事業に相乗り 

３）最終報告の不備 

４）資金使途が不明確な事業 

５）前年と全く同じ相手先に、前年と全く

同じ事業 

 

上記の点に注意して申請を行ってください。 

別添資料の最後に、２０１５－２０１６年地

区補助金申請書一覧がありますので、ご覧く

ださい。 

以上で、私の報告を終了させて頂きます。 

 

 諸事御祝  

お誕生日：朝尾高明会員、井上 登会員、大崎順敬会員、榎本正一会員 

結婚記念日：山口訓士会員、田端稔充会員、赤阪俊一会員、尾﨑しほ子会員、濱田直美会員 

 

 ニコニコＢＯＸ  

会長・幹事…本日も出席ありがとうございます。 

榎本 義秀…つたない報告ですいません。 

朝尾 高明…６７才になりました。 

榎本 正一…６５才になりました。年金もらえるらしいです。 



井上  登…１５日で満６０才になります。 

大崎 順敬…５４才になります。 

山口 訓士…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

赤阪 俊一…３９年になります。 

田端 稔充…今年も無事迎えることが出来ました。 

濱田 直美…４年目になりました。まだまだ別居は続きます。 

尾﨑しほ子…ありがとうございます。今晩お祝いをさせていただきます。 

 

 

 ニコニコボックスについて  

８月の理事会で規定について知らない人がいるのではないかとの意見を受け、掲載します。 

よろしくお願いします。 

No. ことがら 慶 弔 ニコニコＢＯＸ 

1 会員の結婚 祝品￥10,000 ￥20,000以上 

2 会員の子女結婚 祝品￥10,000 ￥20,000以上 

3 会員夫人出産 祝品￥10,000 ￥20,000以上 

4 会員の誕生日 祝品 ￥3,000 ￥5,000以上 

5 会員の結婚記念日 祝品 ￥3,000 ￥5,000以上 

6 会員の銀婚式 祝品￥10,000 ￥20,000以上 

7 会員の金婚式 祝品￥20,000 ￥40,000以上 

8 国家の褒章を受けた場合 祝品￥20,000  

9 会員の逝去 
お供￥20,000 

及び供え花 1対 
 

10 
会員の子女・夫人・両親の

逝去 

お供￥10,000 

及び供え花 
 

11 会員の夫人の両親の逝去 供え花  

12 会員の 1か月以上の入院 ￥10,000  

13 
災害、水害などを受けた場

合 
￥10,000  

14 会員が表彰を受けた場合  ￥5,000以上 

15 
会員の子女の入学、卒業 

（高校・大学） 
 ￥2,000以上 

16 

その他による場合 

（遅刻、早退、バッチを忘

れた等） 

 ￥2,000以上 

17 無断欠席  ￥2,000以上 

 

 

 

 

 

 次回第 2063回例会  

11月 19日：上野東ＲＣ交換卓話例会 

      

 出席報告  和田幹夫 出席委員長  

会員数 33名  出席数 23名  欠席数 10名 

出席率 69.69 %  修正 75.75% 

ニコニコ箱はクラ

ブの貴重な財源の

一つです。 

ご協力をお願いし

ます。 


