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■ 会 長 報 告            大塚 博巳君
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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

 

 今、手紙等文書

を書くならば、季

語は「立冬の候」

という季節になり

ました。 

暦の上ではこの

“立冬”から「冬」

と呼ぶそうです。この時季は日増しに日差しが弱

まり、朝夕の寒さも厳しくなり、風邪をひきやす

いのもこの頃だそうです。 

ニュースでは、“北海道の猛吹雪”の様子、東京

での“木枯し一号”を伝え、いよいよ冬将軍を迎

えようとしています。 

海外では、台風３０号でのフィリッピンのレイテ

島、サマール島での大災害！   

私たち人間が「予想もつかない自然の猛威」を見

ると、また恐怖を感じます。 

会員の皆様には、時節柄それぞれ健康にご留意さ

れご自愛いただきたいと願います。 

先週、山田昭雄会員のところに伺ってまいりま

した。当日は体調も良く、従来の様に元気な大き

な声で迎えてくれ、介護員さんにも相変わらずの

冗談を言っていました。 

話しの中で「やっぱりロータリークラブへ出てい

る時が一番よい。行きたいよ！」と懐かしがって

いました。 皆様も都合をつけて、遊びに行って

やってください。 

さて今日の例会でございますが、ロータリー財

団“未来の夢計画”の取り組み初年度であること

は皆さんご承知の通りでございます。毎年、私達

会員がロータリー財団に特別寄付をしておりま

す 100＄は大きな基金となっています。 

「クラブとして決められた地区・グローバル補助 

 

金事業を企画することにより、補助金を受け有効

に活用する」という計画です。 

知恵を絞り、会員の総意で「クラブの多様性」を

発揮できる事業を企画したいと存じます。 

青島ロータリー財団委員長より詳細の説明を頂

きますが、今日の例会を始めとして次年度まで、

皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

次週の例会は、日程・会場が変更になり、「藤

枝・焼津４クラブの合同例会（11/21、焼津グラ

ンドホテル）」です。お間違いの無いよう、ご出

席をお願い致します。 

藤枝商工会議所の「市制６０周年記念協賛事業 

元気な藤枝を作ろう！ スポーツ交流拠点整備」

（藤枝総合運動公園の多目的広場：人工芝化）に

ついて・・・。 

９月２５日の理事会にて、賛助団体の名義につい

て審議し協力しました。 

いよいよ１１月から“寄付金募集”が始まり、ク

ラブに対して、会員の皆様に対して協力要請があ

りました。 

具体的には、会議所からの「寄付金申し込みの資

料」を参照して戴き、ご協力をお願いいたします。 

以上、会長報告といたします。 

■ 理 事 会 報 告          森下 敏顯君 

• １１月、１２月のプログラムが承認されました。 
• クリスマス家族夜間例会について詳細が報告

されました。 
１２月１８日（水）／小杉苑／１８：３０開会 

• 米山梅吉記念館訪問例会について承認されました。 
2014 年 5 月 24 日(土)※5 月 21 日(水)を振替 

 詳細については、継続審議となります。 
• 事務局パソコンの買替の報告がされました。 
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• 会長指名委員会より報告があり、 
次年度会長  池ノ谷敏正君 
次年度幹事   鈴木舜光君 
次年度副会長 森下敏顯君 
次年度副幹事 大長昭子君 

が承認されました。 
• 中森義次君の退会（１１月３０日付け）が承認

されました。 

■ 出 席 報 告             河井 宏文君                    
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

32／42 76.19％ 24／32 75.00％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○青島彰君 ○石垣君 ○小西君 ○鈴木邦君 
○鈴木舜君 ○松葉隆君 ○山田君 大杉君 
落合君 仲田晃君 
(２)メークアップ者 
杉山 静一君（藤枝南） 畑 昇君（藤枝南） 
櫻井 龍太君（藤枝南） 間野 日出男君（藤枝南） 
森下 敏顯君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ          河合 宏文君 

• Ｓ３.１１.１２生まれ、８５才と１日過ぎま

した。                       櫻井 龍太君 

• ５０肩?６０肩?と悩みつつ、肩の痛みに耐え

つつ５６才を迎える事ができそうです。 

間野 日出男君 

• １１月２６日、女房の誕生日です。よろしく。

村松 英昭君 

• 妻は３６歳になりました。お祝いありがとう

ございました。               平野 純也君 

• 結婚１２年になりました。仲良くやっていま

す。                         平野 純也君 

• 結婚記念のお祝いありがとうございました。

２人の忍耐の結果、銀婚式を迎えることがで

きました。                 池ノ谷 敏正君 

• 今年で２５年になりました。お祝いをいただ

きありがとうございます。     大塚 高弘君 

• 結婚記念日のプレゼントありがとうござい

ます。３２回目だそうです。  池谷 佳典君 

• ロータリークラブより手紙がきて思い出し

ました。○○回目の結婚記念日です。ありが

とうございました。           小泉 克彦君 

スマイル累計額  ８４，０００円 

お誕生日 
おめでとうございます！ 

 

 
 
■ 会 員 卓 話                   

 

ロータリー財団 

委員会 

  青島 克郎君 

 

 

 

今月はロータリー財団月間と言うことで本日

の卓話の時間をお借りしてロータリー財団と奉

仕プログラムについて皆さんで考えてみようと

思います。 
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最初に財団の資金の流れについての説明をさせ

ていただきます。 

グローバル補助金の奉仕事業については海外

への支援事業で海外ロータリークラブとの連携

が必須であり、活動予算は 30,000 ドル以上と大

型プロジェクトであり、且つ、平和と紛争予防等

6つの重点分野の１つに該当する必要があります。 

申請期限はなく随時の申請が可能で、クラブの金

銭的負担率も定まっていません。 

当クラブとしてはこのハードルの高い、やり甲斐

のあるプロジェクトに挑戦するか否かを今年度

から次年度に掛けて検討して行きたいと考えて

います。 

 地区補助金を利用した奉仕事業については当

地区の次年度の申請が50から60件程度と予想さ

れます。 

補助金の上限額は 20 名以下のクラブは 10 万円、

21-50 名のクラブは 20 万円、51 名以上のクラブ

は 30 万円となっていますが申請件数によっては

これを下回る場合もありそうです。 

金額から考えて申請しないで放棄するという考

え方もあるかも知れませんが、ロータリーの一員

として未来の夢計画に沿って協調すると言う事

も大切なのではないかと思っていますので次年

度については実施したいと考えています。 

 11 月 5 日の財団、奉仕プロジェクト合同委員

会で出された提案として 

①小中学生を対象にテーマを決めて作文を公募

しコンクールを行う 

②小中学生を対象とした藤枝出身選手によるサ

ッカーの指導会又は講演会開催 

③ウォーキングでのゴミ拾いを提唱しゴミ拾い

グッズを配布する 

④文化・スポーツに於いて全国レベルで活躍した

市内の小中学生を表彰する。 

 (合唱コンクール、一輪車、陸上、剣道、水泳

等) 

その他、現在大会スポンサーとなっている柔道、

剣道、サッカー大会への支援も寄付、協賛金とい

う名目では無理ですが形を変えれば補助金事業

にすることが可能かも知れません。  優勝旗の

作り替えなど領収書が発行される支出であれば

問題は有りません。 

 只今から 6 つのテーブル毎に地区補助金プロ

グラムについてディスカッションをして頂き各

テーブル毎に 1 つ以上の提案を頂きたいと思い

ます。 

検討に際してアンケートでの上位であった分野

の青少年、自然保護、地域貢献に絞り且つ、全員

参加の奉仕の範囲で他クラブの実施計画や委員

会での提案等も参考にしながら、配付資料 2枚目

の地区補助金の誓約事項も考慮してご提案をお

願いいたします。 

皆様の貴重なご意見を十分参考にして今後は財

団、奉仕プロジェクト合同委員会で検討し 3月の

申請期限に間に合うように進めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／池谷君） 


