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９月は新世代のための月間
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＊９月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月20日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 新開洋一会員
６．出席報告

6日 内部卓話 宮丸龍昭会員
13日 内部卓話 ロータリー財団セミナー報告
末宗為十委員長 他参加会員
20日 内部卓話 新開洋一会員
25日 家族親睦観月例会
(火)
18:30～ 米沢観光園

第２２２１回例会

平成２４年

９月１３日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

川野一昭君（豊後高田RC）

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さん、こんにちは。

その中で、注目したのは次年度からの未来の夢計画

ようやっと、朝、夕が涼しくなって過ごしやすくなっ

に参加するためには、各クラブがその参加要件を満た

てきましたが、日中との寒暖の差が激しいので風邪を

さなければ参加できないようです。

ひきやすい時期ですので、気をつけてください。

財団セミナーに参加する。また１０月２７日に開催さ

日曜日には財団のセミナーが大分の県立看護科学大

れます。

学で開催され、末宗財団委員長、河村地区委員、藤本

地区と覚書を交わす。この覚書に署名するのは会長

副会長、臼杵幹事、そして私の５人で参加してきまし

エレクトとノミニーですので、ガバナーより早くノミ

た。

ニーを決めてくださいとの指示がありました。これは
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１回したらよいというわけではなく、毎年しないとい
けないみたいです。

● スマイルカード

西中孝生委員長

石部幸二会長：日曜日の財団セミナーでは末宗委員長、

などなど変更点が多々あります。

河村会員、藤本会員、臼杵幹事に大変お世話になり

本日の卓話はその報告ですので、来年からの未来の
夢計画が今年までの補助金の仕組みとどう違うのかよ
く聞いていただきたいと思います。

ました。
臼杵 確幹事：先日の財団セミナーでは、参加いただ
いたみなさまおつかれ様でした。
勉強になりました。

今週、RI財団より連絡がありまして、フィリピンに
おけるM・Gが承認され、問題がなければ、３週間以
内にスービックの方に資金が振り込まれる予定です。

末宗為十会員：先日の大分市でのロータリー財団セミ
ナーでは、石部会長他出席の皆様には大変お世話に
なりました。今日は出席された皆様とセミナーの報
告をさせていただきます。

● 幹事報告

臼杵 確幹事

藤本博和会員：石部会長、財団セミナーでは大変お世
話になりました。参加された末宗会員、河村会員、

１．来信

臼杵会員おつかれ様でした。

1)米山記念奨学会より「普通寄付金申告用領収証の申請
について」；回覧

津々良洋一会員：①末宗会員の卓話楽しみにしていま
す。②石部会長にお世話になりました。

2)ロータリー全国囲碁大会のご案内；回覧
２．例会変更
中津RC：9/26(水) 18:30～「割烹 汐湯」に変更；観

砂山正則会員：急遽、職業奉仕の為早退致します。

ニコニコ累計

１７０，５００円

月例会の為
３．週報受理

杵築RC、中津中央RC RC

４．理事会報告 なし

● 内部卓話

５．お知らせ

「 ロータリー財団セミナー報告 」

1)観月例会の出欠を回覧致します。

9月9日(日) 於：大分県立看護科学大学

2)ガバナー公式訪問資料作成にあたり、各委員長は
年度方針の提出をお願い致します。提出期限は、9
月14日(金)とさせて頂きます。（事務局までFAXか
メールにて）

■末宗為十委員長
財団セミナーで「未来の夢計
画」ということでお話を聞いて
まいりました。大勢の方がおり

６．欠席連絡

ましたが、財団は何をしなけれ

住本憲彦会員、和田久継会員

ばならないかと聞いてみました

(事前MU済) 河村正一会員、藤林鋭司会員
７．本日の当番

ら、まず一番言われていのが「毎年100ドルの寄付」を
する事とおしゃっておりました。

岩井謙次会員、臼杵 確会員

全国に34地区ロータリーがありますけれども、当
2720地区は、ベスト5に入っておりません。しかしなが
ら、ワースト5に入っております。ちなみに2720地区の

● 委員会報告
◆社会奉仕

一人平均寄付額は、94ドルだそうです。今年度も皆様
松永忠昭委員長

フラワーロード花壇の花の苗が届きましたので、本
日17:30～植え替えを行います。突然ですが、参加でき
る方はご協力よろしくお願い致します。

方に100ドルの寄付を宜しくお願いします。
この100ドル（現在、ロータリーレートが80円ですの
で約8,000円）を寄付することによって、この地区の補
助金の額が変わるとのことです。

それともう一つ、ガバナーが最初におっしゃってお

2720地区75クラブ中、50＄未満のクラブが熊本で14ク

ったのが、今年度より補助金制度がかわり発展途上国

ラブ、大分で6クラブある。0$が6クラブ、半分以上の

に対してとか人道的支援などいろんな補助をしよう、

40クラブが100＄に達していない。

みんなでいいことをしましょうという事です。
10月27日には補助金管理セミナーも開催されますの

これを機会に1人100＄に向けてご理解を働きかけて
いただきたい。寄付に対し50％が返ってくるので、こ

で皆様宜しくお願いします。

れを利用して奉仕活動を行って下さい。

■藤本博和会長エレクト

■臼杵 確幹事

寄付金の50％＋恒久基金の運用

今回は、財団のシステムが変わ

益地区シェア分の50％が新地区補

るとの事で、大変勉強になりまし

助金として使用できる。

た。
「未来の夢計画」という事で、

2400人×100$(8,000円)＝1920万

いろんな活動をもっとやりやすく

1920 万 × 0.5 ＝ 960 万 +40 万 ＝

しよう、補助金の構成をもっとシ

1000万

ンプルにしようという事と各クラブがもっと使いやす

1000万×0.5＝500万 ←新地区補助金

くしようという事を目標にしております。

本田ガバナー年度の現状 会員2391名

財団では、3つの重点分野がありまして、
平和、
病気、

1人当たり94$(約7500円)

水の衛生、母子の健康、教育、経済 地域社会といっ

22万4千ドル×80円＝1798万

た公共性の強いものに補助を出すことです。私達が財

運用益地区シェア分 25万

団に寄付することによって、そのお金が世界中に回っ

3年後にDDFとして使用できる金額 約925万

て、地区の補助金としても活用されているのだと感じ

新地区補助金として使用できる金額 約462万

ました。
ただ残念な事に、藤本会員も触れておりましたけれ

日本34地区の１人当りの年次寄付額上位

ども、埼玉の会員数と2720地区会員数がほぼ同じでい

1位 2770地区(埼玉南東部) 195＄

て、金額が埼玉に比べてほぼ半分しかない。九州地区

2位 2780地区(神奈川）

がワースト5に3地区入っているというところからみて

186＄

3位 2650地区(福井 滋賀 京都 奈良） 184＄

も、埼玉に比べると意識が違うのかなと思いました。

ワースト
1位 2520地区(岩手 宮城) 79＄
…震災の影響で致し方ない

■石部幸二会長
私から一点ありまして、以前の

2位 2740地区(長崎 佐賀) 83＄

補助金制度と今回の補助金制度の

3位 2700地区(福岡 対馬) 86＄

大きな違いが一つございます。

5位 2720地区(熊本 大分) 94＄

今回当クラブが申請したマッチ
ンググラントという制度の中では

2720地区の1人当りの年次寄付

財団から5000ドルの寄付金を頂いただけるようなプロ

熊本江南RC 244＄

ジェクト仕組みで、
それから我々のほうから5000ドル、

玖珠RC

218＄

規模としては、約13000ドルになります。マッチンググ

熊本城東RC 213＄

ランドは、それよりも小さいものから以前は申請でき

臼杵RC

209＄

ていましたが、今回から、グローバル補助金、規模と

熊本平成RC 206＄

しては、30000ドル以上のプロジェクトでないと申請で
きない、また補助を受けることができない事になりま

したので大きなクラブでないとこのグローバル補助金

● 出席報告

を受けることができません。

佐々木正博委員長

第2221回（9月13日）

それで、
私たちがこの補助金を受けようと思ったら、

会 員 総 数

実質実費で10000ドルから20000ドルくらの規模になら

33名

（内出席免除 ）

ないと補助を受けることができません。
しかしながら、

出

新地区補助金という制度ができまして、以前、頂いて

席

1名

数

27名

いた補助金の額より増やしまして地区のためとか人道

（ 内 事 前 M U）

2名

的なことにも使えますし、2720地区でも補助金を受け

欠

席

数

5名

やすくしましょうという事で皆様申請してくださいと

出

席

率

８４．３８％

の事でした。

事前メークアップ
河村正一会員(R財団セミナー）
藤林鋭司会員(ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備)
欠席者
岩井謙次会員、住本憲彦会員、宮本順二会員
米澤哲也会員、和田久継会員

別府ＲＣ 創立 60 周年記念式典

フラワーロード花壇 花植替え

9月15日(土) 於：杉乃井ホテル

9月13日(木) 17:30～

ネ日
↓ッ本
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と
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【参加者】 石部会長、臼杵幹事、斉藤会員、佐々木会員
末宗会員、住本会員、津々良会員、西中会員、廣瀬会員
藤久保会員、藤林会員、藤本会員、松永委員長 （13名）
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