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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     地区財団補助金配分・推進委員会 小池 克彦副委員長 

 

 

      地区財団補助金配分・推進委員会 
      お手元にも資料を配っておりますが、パワー 

ポイントを使って、ご説明させて頂きます。 
〇財団委員会の組織 

      下記図の通り、当委員会はロータリー財団の 
中の１つの小委員会となります。 

      地区ロータリー財団委員会 

           ⇓ 委員長 菅原光志（鎌倉） 
      財団補助金委員会 

           ⇓ 委員長 岡野正道（葉山） 
        補助金配分・推進委員会 
        平和フェロー・奨学金・VTT 委員会 
        財団補助金管理委員会 
     

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

地区財団補助金配分・推進委員会 神崎 進委員 
              

（概要にて掲載） 
小池 克彦副委員長 

〇補助金配分・推進委員会の役割 

・卓話者派遣による寄付促進並びに財団の理解 

・補助金申請に関する広報及び募集 
・補助金管理セミナーの開催 
・補助金管理セミナー終了書の作成及び交付 
・補助金説明会の開催及び申請支援 
・選考マニュアルの確認及び見直し 
・地区補助金プロジェクトの選考及び配分 
・グローバル補助金の事前相談 
・グローバル補助金のオンライン申請支援 
〇寄付金の種類と特徴 

年次寄付：使い道を指定しない寄付。寄付額の 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

50％が 3 年後に国際財団活動資金(WF)として 
     財団の管理下に置かれ、残り 50％が地区財団 

活動資金(DDF)として、地区の裁量に下に使用。 
使途指定寄付：あらかじめ使い道を決めた寄付。 
ポリオプラスがその代表的例。 

恒久基金寄付：寄付金は原則として使用せず、 
基金として積み立てておく。運用収益のみが 3 
年後に使用される。 

 
    地区財団補助金配分・推進委員会  神崎 進委員 
     前年度に会長職が終わって、今年度から地区委 
    員となり、3 クラブ目の卓話訪問です。各クラブ 
    の内容要請に合せて、話すことが変わってくるの 

で、勉強しなくてはならず大変です。 
〇ロータリー財団とは 

■ロータリー財団の使命  

ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への 

支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界 

平和、親善、平和を達成できるようにすること。  

■標語  

「世界で良いことをしよう（Doing good in the world）｣  

■ロータリー財団のプログラム  

財団の補助金とプログラムを通じて、ロータリ

アンや支援者の人々は、世界をより良い場所に変

えています。ロータリアンは補助金とプログラム

を活用することによって、第一目標であるポリオ

の撲滅をはじめ、世界中でのロータリーの人道的

使命に力を注ぐことができます。 

〇新しく導入された財団プログラム 

2013年7月よりロータリー財団管理委員会は効

果的に寄付金を活用するために。財団プログラム

を大幅に変更しました。  

①財団のプログラムと運営の簡素化。  

②世界の優先的ニーズに取り組み、最大の成果が 

期待できる奉仕活動に焦点を絞る  

③世界的目標と、地元の目標の両方を果たすため 

のプログラムを提供すること。  

④意思決定権をさらに地区に移行する。 

⑤ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロ 

ータリーの公共イメージを高めること。  

■新しく導入された財団プログラム  

１）地区補助金：クラブと地区がロータリー財団 

 

 

 

の使命を支え、特定の関心に応じて地元や海外の 

緊要なニーズに取組むための補助金 。 

２）グローバル補助金：財団の使命に関連する６ 

つの重点分野に、多大な影響をもたらす大規模な 

国際的なプロジェクトに取り組むための補助金。 

３）パッケージ・グラント：財団と戦略パートナ 

ーが立案した活動の枠組みの中でクラブや地区が 

プロジェクトを実施するもので、国際財団活動資 

金と戦略パートナーから資金が提供される補助金。 

４）ロータリー平和センタープログラム：国際関 

係、平和研究、紛争解決などの関連分野の修士号、 

あるいは平和と紛争解決の分野の専門能力開発修 

了証の取得を目指す人に、ロータリー平和フェロ 

ーシップ（奨学金）を提供するプログラム 。 

５）ポリオ・プラス・プログラム：ポリオと共に 

ハシカ、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の五 

つをプラスし同時追放を目的としたプログラムで 

したが、現在では野生ポリオ・ウイルスの世界的 

撲滅を証明することが最優先事項となり「プラス」 

は20年を超える世界的なポリオ撲滅運動のもたら 

した遺産のことを指しています。  

 
 
 
「会長幹事会の報告（11 月 14 日分）」 

〇ＩＭについて 

来年 3 月 24 日に第５ 
グループのｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨ 
ﾝｸﾞがあり、講演者が海 
洋冒険家の白石康次郎様 
に決定しました。ヨット 
での単独世界 1 周を 3 度 
経験しており、現在は子 
供の自然体験プログラムや、養護施設への支援活」動もさ

れているそうです。 
〇会員増強報告 

10 月末時点の会員増強報告があり、第 5Ｇで 
17 名入会で、純増は 14 名となっております。 
因みに当クラブはゼロなので、引き続き候補者が 
いましたら声をかけて頂きたく、お願いします。 
増強委員を始めとして、協力しながら増強をして 
いきたいと思います。 

 



 
 

〇米山・Ｒ財団の寄付のご協力お願い 

米山・財団の各クラブ寄付状況が出ています。 
当クラブも米山が先月から始まり、他クラブも似 
たような状況で、特にご報告はありません。今月 
も米山奨学会寄付へのご協力をお願い致します。 
〇新会員の集いについて 

     第 5 グループは、来年 1 月 30 日（火）18:30～ 
「敦煌」で行われます。当クラブの対象者は高本 
・諸隈・大塚・横江・山之内、鎌田・三留各会員 
です。18:30 から入会 7～8 年の若手会員によるパ 
ネルディスカッションとなり、テーマは「入会当 
時の私～私も初めは辞めようと思った･･･」です。 

当クラブの瀬戸会員が司会を務める予定で、

19:30～懇親会となり、相模原市内のクラブの集

まりですので、知っている方に会うこともあり、

クラブ外の知合いができることで、またロータリ

ーの面白さもでてきます。締切は 12 月 20 日です

が是非予定を空けて、ご参加頂きたいと思います。 
〇国際大会について 

6 月のカナダ・トロント国際大会ですが、当ク 
ラブでは 6 月 22 日（金）出発、26 日（火）帰国 
の 3 泊 5 日のスケジュールで予定を組んでいます。 
旅程表ができましたら、改めて希望者を募りま 

    すが、12 月 15 日を過ぎると登録料が上がるので、 
早めに一旦締切ります。地区で 100 名の登録を目 
標にしているので、是非ご参加下さい。 
〇各クラブ行事報告 

今週 18 日に、東 RC の地区補助金事業である 
剣道大会が開催され、急に気温が下がった中、体 
育館での開催で、金沢会員が行かれたようですが、 
大変寒かったようです。19 日はグリーン RC が市 
民会館で「無料法律相談会」。津久井 RC が「収穫 
祭」を行い、障碍者施設の方々と大根の収穫と鍋 
を囲んだそうです。9 月に大根の種を蒔くと言っ 
いたので、大根がそんなに早く育つとは知らなく 
て驚きました。 

 

 

●小池 克彦君、神崎 進君（地区財団委員会 補助 

金配分・推進委員会） 

本日、卓話にお邪魔しました。不手際があると思い 

ますが、宜しくお願い致します。 

 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

②地区財団補助金配分・推進委員会の小池副委員 

長、神崎委員、卓話を楽しみにしています。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、ゲスト卓話でお越しの小池様、神崎様、ようこ 

そいらっしゃいました。宜しくお願い致します。 

②結婚記念日祝を戴き、有難うございます。３０年目 

に突入です。 

③本日、所用のため早退させて頂きます。申し訳あり 

ません。 

●永保 固紀会員 

  久し振りの例会出席で！ 

●阿部 毅会員 

①本日のゲスト卓話、地区財団委員会の小池副委員 

長、神崎委員、遠路お越し頂き、有難うございます。 

②結婚記念日をお迎えの皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の小池様、神崎様、ご苦労様です。よろ 

しくお願い致します。 

②横江会員、中里会員、瀬戸会員、結婚記念日祝 

おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①ゲスト卓話の小池様、神崎様、本日はお越頂き、 

ありがとうございます。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③関越自動車道も、チェーン規制が出ていました。 

  いよいよ冬到来ですね。 

●田後 隆二会員 

ロータリー財団補助金配分・推進委員会の小池様、 

神崎様、宜しくお願いします。 

●江成 利夫会員 

①本日卓話の地区委員会の方々、ご苦労様です。 

宜しくお願いします。 

②結婚記念日祝の横江会員、中里会員、瀬戸会員、 

 おめでとうございます。 

●諸隈 武会員、早川 正彦会員 

①横江会員、中里会員、瀬戸会員、結婚記念日祝 

 おめでとうございます。 

②小池様、神崎様、本日は宜しくお願いします。 

           本日のスマイル額  １５，０００円 

           今年度の累計額  ４４３，９００円 

 



 
 

 

（概要にて掲載） 

〇例会親睦委員会      委員長 豊岡 淳 

 今年の年末家族会のｱﾄﾗｸ 

ｼｮﾝとして、光明学園の金子 

先生に歌と演奏をお願いしま 

した。先日のｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大 

会で交流のチャンスもでき、 

今後も光明学園と親睦を深め 

ていきたいと思います。今ま 

で、ｲﾝﾀｰｱｸﾄはずっと 1名の 

会員が長く担当してきましたが、あまり長すぎる   

のも、短すぎてもどうかと思っています。 

どうぞ年末家族会には皆様、奮ってご参加下さい。 

〇ロータリーの友 11 月号紹介 阿部増強委員長 

先に増強委員長として、   

次週ミーティングを行いま 

すので、担当委員は出席を 

お願いします。11;30～例 

会場前のロビーにて。 

 今月はロータリー財団月 

間ですので、友誌もその内 

容が多く掲載されています。 

横書 1ページ「RI会長メッセージ」の冒頭文章 

を紹介します。（略にて）13ページからはポリオ 

撲滅の特集記事です。24ページからは米山奨学会 

の関連記事です。28 ページからは、日本のロータ 

リーが 2020 年に 100 周年を迎えるに当り、アン 

ケート結果によるクラブの現状や、課題が掲載さ 

れています。縦書 9ページ「クラブを訪ねて」や 

31ページは当地区の「米山学友会の清掃活動」が 

掲載されていますので、各自にてお読み下さい。 

報告事項 

    ※年末家族例会は、12 月 18 日（月）18:30～「センチ

ュリーホテル相模大野」にて行います。出欠表は、 

       12 月 5 日例会より回覧します。ご予定下さい。 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横江 利夫会員 １１月１１日 

・中里 和男会員 １１月１２日 

・瀬戸 裕昭会員 １１月１９日 

 

例会プログラム 

１１月２８日イニシェイションスピーチ 

       担当：鎌田 英洋会員 

１２月 ５日年次総会「次年度理事役員の発表・ 

        承認」江成指名委員長、会長 

      定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治 ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 藤本 恵介会員 

ゲスト   地区財団補助金配分・推進委員会 

小池 克彦君（横須賀西ＲＣ） 

       神崎  進君（厚木県央ＲＣ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 28名） 事前メイク者 
３９名 ２３名 ４名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/3) 
４名 ８７．１０％ ７６．６７％ 


