奉仕を通じて、
皆で 行動しよう

ロータリー：
変化をもたらす

2017年11月9日
（木）
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会 長 報 告

古屋

光英 会長

皆様こんにちは。
先日の月曜日１０月３０日に地区大会記念ゴルフ大会が、南紀白浜ゴルフクラブにて開催されました。
当クラブより４名が参加致しました。天候は荒れておりまして北風に乗せられたボールは風とともに去
りぬという様相でありました。
さて来る１１月５日午後の地区大会では、我和歌山東ロータリークラブに米山記念奨学会より、
６千万円達成クラブとしての感謝状が贈られます。
偏に皆様がたのおかげであります、謹んで感謝申し上げ、今後もお力添えを宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

田原

久一 幹事

１．11月のロータリーレートは、１ドル＝１１４円になっております。
２．ＪＣニュースが届いております。回覧します。

ロータリー財団より表彰
笹島

良雄さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー３回目

亀田

直紀さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー２回目

上中

崇司さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー１回目

お め でとうございます

クラブフォーラム「ロータリー財団月間に因んで」 財団補助金小委員会委員長 初田 隆生さん
今年６月、ロータリー財団は、100周年を
迎えました。ロータリー財団の標語は、
「世

そしてそれぞれその上に、利用可能な恒久基金利息が二分さ
れ、プラスされます。

界でよいことをしよう」
で、ロータリー財団の

そ のDDFは 地 区 にお いて、 地 区 補 助 金
（DG：District

使命は、
「ロータリアンが人々の健康状態を

Grants）
と、グローバル補助金
（GG：Grobal Grants）
として使

改善し、教育への支援を高め、貧困を救済

われますが、地区補助金の財源は、DDFの50％以下です。し

することを通じて、世界理解・親善・平和を達成できるように

たがって３年前の年次寄付から考えますと、その半分がDDF、

すること」
です。この使命を達成できるように、地区のロータリー

またその半分が地区補助金、となりますから、地区補助金は

財団委員会は、各クラブのお手伝いをさせて頂いています。

３年前の年次寄付のおよそ１／４以下ということになります。

ロータリー財団への寄付の種類ですが、大きく分けて次の３
つがあります。①年次寄付、②恒久基金寄付、③使途指定寄

グローバル補助金は、３万ドル以上の大規模な事業に活用
する補助金です。
各クラブからの地区補助金の申請についてですが、各クラブ

付です。
年次寄付は、３年間、主に株式によって運用された後に、

は地区に対して地区補助金を申請することができます。その対

WF
（World Fund：国際財団活動資金）
と、DDF
（District

象は、地元や海外で行う小規模で、短期
（１年以内に終了）
の

Designated Fund：地区財団活動資金）
として使用されます。

活動です。この地区補助金は地区が管理・配分しますので、ク
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❷

みんなに公平か

で、ご注意下さい。また申請にあたってのクラブの負担金額は、

ラブは地区の申請要件に沿って頂くことになります。
昨年度の受付期間は、平成29年５月１日～６月30日で、

原則、申請金額以上となっています。
どうか和歌山東ロータリークラブさんにおきまして、地区補

それまでに当地区69クラブ中、17クラブから申請があり、申
請に対して補助金を調整したケースもありますが、全て承認し、

助金を有効にご活用頂き、ロータリー財団の使命を達成できま

この10月には各クラブに送金いたしました。ただ、申請と補助

すように、今後ともご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げ

金を授与してからの事業実施は、年度をまたいでしまいますの

ます。

2017〜2018年度 国際ロータリー第２６４０地区

地区大会

日時／2017年11月4日
（土）、5日
（日） 於:ダイワロイネットホテル和歌山4Ｆ

44年皆出席表彰を受ける内畑瑛造会員

米山記念奨学会より6千万達成クラブとして感謝状が贈呈されました。

参加者（敬称略）/乾 敦雄・上中崇司・内畑瑛造・大室貴一・木下智仁・佐藤義記・島 公造・田原久一・中山恒夫・古屋光英・水谷 豊・村田昌之・山本進三・吉田篤生（14名）

にこにこ箱
初田

隆生さん

村田 昌之さん
寺下 浩彰さん
島
公造さん
山本 進三さん
笹島 良雄さん
亀田
角谷

直紀さん
芳伸さん

本日の累計

ありがとうございました

（ロータリー財団補助金小委員会委員長）
本日はありがとうございます。ロータリー財
団へのご協力、よろしくお願い致します。
初田地区財団小委員会委員長をお迎えして。
古希のお祝い有難うございました。
初田さん今日はご苦労様です。
初田さん本日は卓話ありがとうございます。
初田さん本日は忙しい中卓話来場感謝致
します。
初田先輩本日はありがとうございます。
初田先輩本日はありがとうございます。

47,000円（計17名17件） 〔お誕生日お祝い

本日の例会

植野千惠子さん

■ピアノ演奏
中井 利枝さん
アンチェインド・メロディ（Alex North）
ウィ・アー・オール・アローン（Boz Scaggs）
次回の例会

友洋さん
崇司さん
雅哉さん

乾
敦雄さん
片岡 聖佳さん
奥村 申二さん
古屋 光英さん
田原 久一さん
三木 保典さん

初田さん、本日はありがとうございます。
初田さん本日の卓話楽しみにしています。
初田様ようこそいらっしゃいました。よろし
くお願いします。
初田さん卓話楽しみです。
初田さんの卓話楽しみにしています。
初田様、卓話よろしくお願いします。
初田さん本日は宜しくお願いします。
初田委員長さん本日よろしくお願いします。
初田委員長さん本日卓話よろしくお願いし
ます。

202,000円 皆出席表彰 10,000円 その他

11月9日（木）

■卓話「つれもて着よら」

KIYORA 和歌山代表

樫畑
上中
赤井

11月16日（木）

■卓話「和歌山から全国へ、世界へ、
飛び立つ事業の育成を目指す！」
㈱きのくに未来ビジネスセンター（中小企業診断士）
岡 京子さん

608,000円 累計額

前回の例会

820,000円〕

11月2日（木）

■クラブフォーラム
「ロータリー財団」
■卓話「財団月間に因んで」
国際ロータリー第2640地区ロータリー財団補助金小委員会
委員長 初田 隆生さん
■ロータリーソング
「君が代」「奉仕の理想」
メーキャップ

島

公造 ソング委員長
（敬称略）

10月27日（火） 和歌山中 R.C. 内畑 瑛造、大室 貴一
10月30日（月） 地区大会記念ゴルフ大会 飯沼 武、笹島 良雄、田原 久一、古屋 光英
11月６日（月） 和歌山アゼリア R.C. 水谷 豊

国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 42名（内出席規定適用免除会員11名）

事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
出席してください。
出席報告
公造
出席委員長
25名/34名
73.5％ 皆さん、
会報・広報委員会／西岡島崇
笹島 良雄
中山 恒夫 10月19日
寺下 （メーキャップ後）
浩彰
11月 2日
（本 日）

❸

28名/36名

好意と友情を深めるか

77.8％

❹

みんなのためになるかどうか

