
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2132回例会 平成 29年 5月 11日  

ソング：君が代 奉仕の理想 

行 事：青少年奉仕委員会卓話 諸事御祝 

 第 2131回例会 平成 29年 4月 27日の記録  

 

 会長の時間  濵口佳丈 会長  

皆さんこんばんは、本日は、

鈴鹿シティロータリーク

ラブから地区ロータリー

財団部門補助金小委員会

グローバル補助金担当副

委員長の阪田様と鈴鹿シ

ティの宴会部長の濱本様

が、お越しです。後ほどよろしくお願いします。

日曜日から火曜日に掛けて紀伊半島を一周回

って来ました。セントレア催事からの神戸三宮

での講習会帰りは、湾岸線から阪和道で来まし、

熊野から三重県回りで三宮まで３時間半帰り

の和歌山回りでは、４時間半でした。それだけ

走ると何回スターバックスに立ち寄ったかっ

て感じです。神戸北野異人館近くのスターバッ

クス雰囲気は、最高でした。と言ったところで、

コーヒーは、アラビア語でカフワ元々ワインを

意味する事からワインに似た覚醒作用の有る

コーヒーを作っていました。トルコではカフワ、

イタリアフランスでは、カフェ・ 英語圏では、

コーヒーと呼ばれ日本でも江戸時代にオラン

ダから伝えられたそうです。栽培品種は、200

種類以上、約 70 ヶ国で生産されており 150 億

のコーヒーの木が 1000 万ヘクタールの土地で

生育していると概算されています。コーヒーの

名前の付け方は、国名コロンビア、ケニア、コ

スタリカ、山域では、キリマンジャロ、ブルー・

マウンテン、エメラルドマウンテン、積出港モ

カ、サントス栽培地名コナ、マンデリン、ジャ

ワなど名付けられています。コーヒーには、

様々な飲み方が有ります。アイスコーヒー、カ

フェ・オレ、エスプレッソ、カフェ・ラテ、カ

プチーノがありますがアメリカンコーヒーと

は、お湯で薄めたコーヒーとの認識が一般的で

すが、本来は浅煎り豆から薄めに抽出したコー

ヒーのことです。コーヒー及び緑茶を日常的に

摂取する人がそうでない人に比較し病気など

で死亡するリスクが大幅に低減する調査結果

です。以前コーヒー成分とする溶液を肛門から

注入直腸洗浄する事で、肌が改善などという健

康療法がありましたが、医学的根拠は、無いそ

うです。

 幹事報告  山門弘毅 幹事 

▼伊勢中央、津、名張中央、鈴鹿ベイ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。 

▼５月のロータリーレートは１ドル１１０円です。 

▼ガバナー事務所より地区大会事務所閉鎖のお知らせが届いております。 

▼社会的養護の社会化フォーラム in 東紀州実行委員会より第５回社会的養護の社会化フォーラム

in東紀州実行員会開催と「尾木ママ講演会」のご案内が届いております。 

「尾木ママ講演会」は７月９日（日）午後１時３０分から熊野市民会館で開催されます。 

▼伊勢南ロータリークラブより週報を戴いております。 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･3･4 19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
Webpage   kumanorc.com 

2016-17年度 会長 濵口佳丈 副会長 赤阪俊一 
幹事 山門弘毅 会報委員 斎藤友紀 

ほうじ茶と緑茶のマドレーヌ もんいまぁじゅコーヒーゼリー 



 

 外来卓話 地区Ｒ財団 グローバル補助金担当 阪田 宣之 様 

 熊野ロータリークラブ

さんが、グローバル補助

金を考えてくれていると

いうことでぜひ実現でき

ればと思います。当地区

で、グローバル補助金が

使われたことは過去に一

回しかありません。現在、地区委員会で、補

助金を使う活動を計画してはいますが。 

 ただ、グローバル補助金の使い道としては、

ロータリー財団が重点目標としている６つの

重点分野に限られるので、野球単体での申請

は難しいと思われます。現実的に考えると、

必ず必要になってくる相手国のロータリーク

ラブとの連携もうまく取れないと、高山中央

ロータリークラブのように最後になってから

認められないということも起こります。具体

的には、相手ロータリークラブの希望を聞き、

相手国の地区財団委員会などともよく協議を

しておくことだと思います。パワーポイント

による資料は、ＲＩのホームページからのも

のですが、ほかにも様々な情報が掲載されて

いますので参考にしてみてください。次年度

の田山ガバナーエレクトも、先日の地区研修

協議会でグローバル補助金使った奉仕活動を

やってくださいと、おっしゃっているので、

熊野さんの実現に向けて協力していきたいと

思います。本日はありがとうございました。 

 

 地区研修・協議会報告  

田端稔充会員… 2017－

2018年度地区研修・協議

会に参加させていただき

ました。上野東ロータリ

ークラブ主催で執り行わ

れ、多くの知り合いのロ

ータリアンが、運営に頑 

張っていました。12 時に

次期地区幹事の上村さん

の開会宣言に始まり次期ガバナーの田山さん

の点鐘で地区研修・協議会が始まりました。

私は会員増強部門分科会に、現委員長の立場

で参加させていただきました。熊野ロータリ

ークラブは、地元の経済状態から見ると出席

率が良くないという問題がありますが、会員

数の維持では、大変よく頑張っていると感じ

ました。当クラブの会員の増強・維持には、

増強委員長と例会の責任者ＳＡＡ・会長・幹

事の皆さんに打ち合わせをして頂き、出席し

たくなる魅力のある例会運営を行い、退会者

をなくす努力が必要だと感じました。入会候

補者向けの当クラブのパンフレットも必要だ

と思います。ロータリーと他団体との違いな

どが分かりやすく会員となるメリット、ロー

タリーの価値観など理解して頂き入会者が増

えるのではないかと思いました。 

 

 本日のビジター  鈴鹿シティロータリークラブ 濱本隆弘様 

 

 メークアップ   ４/２７ ワールド大阪ロータリーＥクラブ 大崎実吉会員  

 

 ニコニコＢＯＸ  

阪田宣之様…ぜひグローバル補助金の申請を検討して下さい。お手伝いします。 

濱本隆弘様…おじゃまします。よろしくお願いします。 

会長・幹事…阪田様、濱本様、本日は熊野へお越しいただき誠にありがとうございました。 

田端 稔充…阪田さん濱本先輩ご苦労様です。 

井上  登…阪田様、濱本様、本日は熊野へようこそ。夜は会長・幹事はちゃんとします。 

大崎 順敬…同級生の阪田さん、野球でいつもお世話になっている濱本さんようこそ熊野へ。 

濱田 直美…阪田様本日は卓話楽しみにしていました。ありがとうございます。濱本様ようこそ。 

平谷一人、清水康仁、森本健一、片岡博也、大崎順敬、和田幹夫、野地俊行、森本永年…いっぱい

飲むよ。 

斎藤 友紀…遅刻。 

 次回第 2133回例会  

5月 18日：会員卓話 山口哲生会員 

      

 会長支持率報告  松本幸恭 出席委員長 

会員数 36名  出席数 19名  欠席数 17名 

出席率 52.78%  修正 55.56% 
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  2015-16年度 2016-17年度 2017-18年度 

申請クラブ 
25件 

（1件の奨学金） 
23件 

（2件の奨学金）     

 27件 
（1件の奨学金） 

補助金総額 94,600＄ 102,511＄ 107,880＄ 

補助金申請額 93,922＄ 101,752＄ 133,645＄ 
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グローバル補助金
Prj．に同額補助 

DDF 

（地区活動資金） 

３年前の年次基金 寄付 ＋ 恒久基金
の利息の50％ 

１００ 

２５ 

前年度未使用DDFは、

グローバル補助金に繰
り入れ 

WF 

（国際活動資金） 

地区補助金 
グローバル

補助金 

５０ 

２５ 

５０ 

寄贈 
平和フェロー 

センター 
ポリオ・プラス 
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  ＤＤＦ使用率 

　    ＤＤＦ地区財団活動資金の使用状況

地　区 繰越を含む全ＤＤＦ使用率 現在のＤＤＦ残高（＄）

2580 63.70% 126,843

2590 93.29% 21,484

2600 38.96% 189,194

2610 46.10% 128,766

2620 80.20% 51,476

2630 18.54% 855,096

2750 41.98% 583,756

2760 37.43% 674,517

2780 39.75% 155,167

第2ゾーン「戦略計画推進セミナー2016」資料
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グローバル補助金とは 

• 海外のロータリークラブと協同で人道的奉仕プロ
ジェクトをする場合に申請できる 

• ６つの重点事業のいずれかに該当すること 

• 持続可能かつ測定可能な事業 

• 海外の大学院に留学する奨学金としても可能 

• 職業専門グループの海外派遣にも支給できる 

• 事業予算は、３万ドル以上 

• 申請は、いつでもＯＫ（実施の９０日前） 
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STEP１ グローバル補助金申請事業の立案 

STEP２ 地区補助金委員会に相談（GG事業提案書の提出
） 

STEP３ 協議⇒日本事務局に事前相談 

STEP４ 申請書の提出（オンライン）    

STEP５ TRFより質問 

STEP６ TRFの承認 

STEP７ クラブ拠出金の振込み（拠出がある場合）  

STEP８ TRFよりグローバル補助金送金 

STEP９ 事業実施  

STEP10  中間報告・最終報告の提出 
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① 信頼できる相手地区・クラブと組む 

② 地区補助金などで、数年共同事業を取組んだ後の発展形 

③ 協力団体任せは注意！(第三提唱者に協力団体がある場合) 

④ 事前視察は必要、中間、完了時に出向く事を折り込む 

  ※すべて費用は、GGだけでは賄えないことを認識する 

⑤ 可能な限り現地調達だが、相手の手配任せは注意！ 

⑥ 領収証（翻訳）、記録写真（日時入り） 

⑦ 資金の流れ、使途が明確であること 後日証明できること 

⑧ 同じ相手と同じような事業を継続して取組む場合、注意！ 
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グローバル補助金の使用条件 
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グローバル補助金プロジェクトの予算計画例 
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≪参考資料≫中津川RCおよび中津川センターRC申請例 

• プロジェクト名：新生児集中治療センターの設備購入プロジェクト 

– 「生きろ！！こども達」 

• 活動実施地：ブラジル サンパウロ州 レジストロ市 

• 援助国クラブ：第4610地区 レジストロRCおよびレジストロオウロRC 

• 事業概要： 

– ブラジル レジストロ市には、入院施設のある病院が９つあるが、うち
６つは入院設備がなく、３つは救急設備もない。 

– 特に新生児の死亡率は17.54％と国内平均を上回り、子どものヘルス
ケアに向けてのサービスを改善する必要がある。 

– この状況を改善するため、設備や備品の購入するための投資が必要
であり、ICUで使用するベッド、および必要な設備5台分を寄贈した。 

– また貧困地域の妊娠中の女性を対象に出産前のケアに関する講演
や母乳で育てる指導を実施。 
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中津川RCおよび中津川センターRC：資金調達 
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重点分野 

 平和と紛争予防／紛争解決 

 疾病予防と治療 

 水と衛生 

 母子の健康 

 基本的教育と識字率向上 

 経済と地域社会の発展 
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「持続可能性」について 

1. 地域社会のニーズと強みを調査する 

2. 現地で物資の調達をする 

3. 資源と資金源を確保する 

4. 研修・教育・呼びかけを行う 

5. 恩恵を受ける人々にも関与してもらう 

6. モニタリングと評価を欠かさない 
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「測定可能性」について 

1. 明確なプロジェクトの目標を立てる 

2. ロータリー財団の評価基準の中から該当するものを選択す
る 

3. プロジェクトに適した評価基準を独自に設ける 

4. 基本データを定め、データの収集方法を決める 

5. オンラインで補助金を申請する際にモニタリングと評価の計
画を併せて提出する 

6. プロジェクトの実施中とモニタリングの過程で、データを収集
する 

7. データを評価して、その結果をオンラインで報告する 
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リソース 

www.rotary.org/myrotary/ja/grants 

グローバル補助金 ガイド 

グローバル補助金オンライン申請手続き 

ラーニングセンター 

ロータリーへのお問い合わせ 

補助金担当 
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グローバル補助金の申請 

オンライン（www.rotary.org/ja/grants）で提出 

特定の申請締切日はなし 

ただし、出発する90日前までに申請書を提出 

 

 

http://www.rotary.org/grants

