
◆点 鐘

◆ロータリーソング：それでこそロータリー

◆ゲスト：国際ロータリー第2710地区

地区財団委員会委員

福山東ロータリークラブ 川本晏聖様

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：３０名 ◆欠席者： ２名

◆メイク： ４名 ◆出席率：９７．１４％

◆特別スマイル

・地区財団委員 川本晏聖様

・連続出席表彰と衣笠さんよりカープ優勝記念の

Ｔシャツを頂きました。来年も優勝に向かって

頑張って下さい。 (菅 義尚)

・連続出席35年の表彰を頂きました。 (大森 寛)

・会員皆様の御協力のお蔭で昨年度ガバナー補佐

をさせて頂き、はからずも地区功労賞を頂きま

した。皆様に感謝致します。 (市川重雄)

・地区大会を急に欠席して田原ガバナー及び大会

準備委員長様お二人に迷惑を掛けました。

(円山啓壮)

・地区大会を欠席しました。 (本庄純夫)

幹事 宮本 和彦

・４クラブ合同例会開催のご案内 三原ＲＣ

日 時 平成２９年２月７日(火)18時～20時

場 所 三原国際ホテル

登録料 ８，０００円

・例会終了理事会を開催します。
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事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651 E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp URL／www.takehara-rc.com/

例会日／毎週木曜日12：30～13：30 例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970

本日のプログラム １１月２４日 次回のプログラム １２月１日

ガバナー公式訪問
年 次 総 会

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１６年１１月１７日 第２５４４回 例会記録 】

2016-17年

ＮＯ.１６

会 長 菅 義尚
会長エレクト 鴨宮 弘宜
副 会 長 板場 英行
幹 事 宮本 和彦
副 幹 事 三好 静子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 尾野 剛章

副 Ｓ Ａ Ａ 山根 積
直 前 会 長 久藤 孝仁
管 理 運 営 坂田 武文
会 員 組 織 堀越 賢二
奉 仕 本庄 純夫
広 報 福本 博之
Ｒ財団米山 吉本きよ子

歓迎 田原 榮一ガバナー公式訪問
国際ロータリー第２７１０地区ガバナー 田原 榮一様（広島中央ＲＣ）

随行幹事 副代表幹事 事務局長 河野 隆様（広島中央ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 安保 雅文様（尾道ＲＣ）

補佐幹事 三谷 秀明様（尾道ＲＣ）

スケジュール 会長幹事会１１：３０～１２：００ 例会 １２：３０～１３：３０

集合写真 １３：３０～１３：４０ フォーラム１３：４０～１５：１０



会長 菅 義尚

先週はＧ９安保ガバナー補

佐、藤本ガバナー補佐幹事

のプレ公式訪問で例会後に

開催したクラブアッセンブ

リ―では各委員長さんから

活動計画を発表して頂きま

して有難うございました。

２４日のガバナー公式訪問

でも例会後にフォーラムを開催致しますので宜し

くお願い致します。

本日はロータリー財団の担当例会で地区財団委員

である福山東ＲＣの川本晏聖会員にご出講をお願

いし卓話を頂きます。川本様、後程宜しくお願い

致します。また明日はＧ９財団勉強会が尾道国際

ホテルで開催されます。私と鴨宮会長エレクト、

吉本財団委員長の三人で出席して参ります。

２３日の聖恵文化祭ボランティアに参加して下さ

る会員の皆様有難うございます。宜しくお願い致

します。

◆社会奉仕委員会 委員長 大成義彦

１１月２３日(水)聖恵文化祭です。ボランティア

に参加される皆様宜しくお願い致します。

地区功労賞

2015-16年度G9ガバナー補佐 市川重雄 会員

連続出席４５年 菅 義尚 会員

連続出席３５年 大森 寛 会員

ＲＩ第２７１０地区

地区財団委員会委員

福山東ロータリークラブ 川本 晏聖様

皆様こんにちは。竹原へは昨年Ｇ９財団勉強会で

来させて頂きまして今回で２回目です。本日はお

招き頂きましてありがとうございます。

ロータリー財団は難しいと言われます。私が財団

委員になったのは夢計画準備委員会が広島で開か

れその委員ということで６年前に入りました。当

時は財団について全く理解できていない状況でし

たので、一年間は何を言っているのか全くわから

ない状態が続きました。ＰＥＴＳ、地区協議会、

地区指導者育成セミナー等で発表の場を持たされ

たりして、少しずつ馴染むと云いますか何度も目

を通すことでその繰り返しの中で理解ができていっ

たと思っております。

ポイントでございますけれども、皆様からの浄財

の年次基金の使い道がどのように有効に使われて

いるのかというご理解とシェアシステムをご理解

頂くことで財団の６割、７割がご理解頂けるもの

と思います。ロータリー財団の理解を深めて頂く

ことでロータリアンが世界に素晴らしいことをし

ていることがご理解頂けると思います。

2017年はロータリー財団が出来て１１０年目にな

ります。国際ロータリーは１１２年です。１００

年の間に時代背景はあったと思いますがロータリー

財団は進化・進歩していると思います。

ロータリー財団の使命は、「ロータリアンが健康
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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理解、親善、平和を達成で

きるようにする」です。１００年前にアーチ・ク

ランフが世界に良いことをしようと提案したのが

ロータリー財団の始まりです。

100年目を迎えるににあたり新しい資金モデルとし

て発表されたのが夢計画です。広島、山口地区は

７３クラブ約3300名います。１人１５０ドル以上

をお願いしておりますので約4,000万円になります。

この年次寄付が３年後にシェアされます。財団に

寄付されたものが３年後に使用出来る権利をシェ

アシステムと言っております。現金が地区にプー

ルされることはなく、資金管理はロータリー財団

本部が行っています。

申請の簡素化と地区に裁量権を付与する目的でロー

タリー財団夢計画を2010年に発表されました。地

区補助金、グローバル補助金等すべての申請と合

否の決定はロータリー財団本部で実施し、合否を

世界中の各地区に報告していましたが膨大な申請、

審査する人員と事務経費増大等のため、2010年に

夢計画が発表され、３年間試験的に世界の100地区

をパイロット地区に定め、申請の簡素化と地区へ

の裁量権が与えられました。夢計画の実施年度は2

013年度からで、新しい補助金モデルになりました。

日本では６つのパイロット地区が選ばれています。

2710地区では日本の地区に先駆けて2010年に2710

地区事務局内にロータリー財団夢計画準備委員会

を設置し、川妻ＰＧの指導の下、各クラブから委

員として参加しています。毎月１回３時間の勉強

会を実施し、2013年の実施年度まで2710地区の指

針や授与と受諾の条件、判定基準などが審議決定

されてきました。指針の中では、弱者救済である

こと(健常者への支援は基本的に除外する）、町お

こし、村おこしも不可とするなどの討議が行われ、

ガバナー、ガバナーエレクト財団委員全員の意見

の一致の中で他地区よりも厳しい指針が採択され

ております。

３年間毎月１回ガバナー、ガバナーエレクト、川

妻ＰＧ、田村ＰＧ等が出席して勉強会を開催して

きました。現在も継続して毎月一回勉強会を実施

しております。

グローバル補助金はエヴァンストンにあるロータ

リー財団本部での決定し何時でも申請可能です。

地区補助金は申請は２～３月末までの申請です。

各クラブから地区補助金の申請があると12名の委

員に、都度メーリングで申請内容が送られます。

申請書の内容を全委員が確認し、合否の判断をメー

ルで2710地区に回答します。申請が却下される可

能性のある案件については、各グループ毎に担当

者が決めてありますので、担当者が該当するクラ

ブと内容について意見交換、再申請の打ち合わせ

をします。４月に２～３回の判定会議が開かれま

す。ガバナー、ガバナーエレクト、全委員が参加

する中での判定会議で全員の意見の一致で合否を

決定します。地区補助金申請を落とすのが目的で

なく、通すのが目的です。自クラブの申請につい

ては意見を挟めません。各クラブに７月後半以降

合否の決定通知をします。今年度から申請はドル

建てになりますので為替レートの変更で補助金受

領時に金額の差が出ます。

日本には34の地区があります。財団未来夢計画が

実施されていく中で、地区に裁量権が与えられて

いるため、地区間による格差が出ています。健常

者への支援や町おこし村おこしなどすべて地区補

助金を出すといった地区もありますが原資が限ら

れているため枯渇する事態が起きております。こ

ういった事態を避けるために2710地区は2010年に

夢計画準備委員会を全国に先駆けて開催した経緯

があります。

地区補助金の判定基準は一般的な判定基準として、

ロータリー財団の使命に関する宣言に適合するこ

と、ロータリアンの活発な参加を含むもの、授与

と受諾の条件を満足していることです。

教育的プロジェクトの審査基準は基本的には、奨

学金に限定されます。

何度も言いますが、文化振興・スポーツ振興・街

おこしは基本的には人道的・教育的支援にあたら

ず、地区補助金の対象とはなりません。但し、東

日本大震災等、災害等に対する支援の例外があり

ます。

ロータリーとポリオについてですが、2007年ビル

＆メリンダ・ゲイツ財団が、ポリオ撲滅のために、

１億ドルの資金を提供ぢ手頂きました。2008年ロー

タリーは３年間で１億ドル集めるチャレンジグラ

ンドを実行しました。2009年にビル＆メリンダ・

ゲイツ財団が、さらに2億5500万ドルの資金を寄付

して頂きました。2012年ロータリー財団はさらに

２億2870万ﾄﾞﾙを集め、ビル＆メリンダゲイツ財団

の追加支援：DDFに対してWFから５０％の加算額の

合計の２倍を追加支援することが決定しました。

地区は３５ドル以上のご寄付をお願いしています。

ポリオ症例数は常在国のパキスタン14人、アフガ

ニスタン９人で、常在国以外ではナイジェリアは

去年まで０だったのが３人発症して２６症例となっ

ています。

ロータリー財団は「世界でいいことする」ために

ロータリアン等からの浄財をシェアシステムを使っ

て奉仕活動をしています。皆様方からの浄財であ

る年次基金が３年後に使える権利をいただいてい

ます。使途は地区補助金、グローバル補助金、ポ

リオプラス、ロータリー平和センター、グローバ

ル補助金奨学生等です。

ロータリアン一人一人が世界中に大きな貢献をし

ています。補助金申請することでクラブの活性化

に繋がるのだと思います。そして「世界でいいこ

とをする」ための奉仕に繋がります。

補助金は、グループ各担当者に事前に相談をされ

て申請されることをお勧めいたします。

地区補助金をしっかり活用して社会奉仕・職業奉

仕をして下さい。地区補助金はクラブ活性化を図
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れる素晴らしいシステムだと思いますので宜しく

お願い致します。

ご清聴ありがとうございました。

◆日 時 平成２８年１１月１７日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 １２名

◆議題

①月見例会決算の件 承認

②外部卓話 がん予防啓発推進委員会事業③

日 時 １２月１５日(木) 承認

講 師 大田整形外科 大田和弘先生

テーマ 「のばそう！健康寿命」

運動器の健康が元気のヒミツ

③忘年家族例会ゲストの件 承認

国際奉仕委員会国際交流

竹原市教育委員会英語指導助手

チママンズ・マルセル様 カナダ

チュー・オスカー様 イギリス

④職場例会の件 承認

日 時 平成２９年１月１９日(木)

場 所 三井金属(株)竹原製煉所

(詳細については12月の理事会)
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