
2111‐1 

 

 

 

■ 会 長 報 告         森下 敏顯君 

皆さん、こんにち

は、今年も 11 月に

入ってきました。

月並みですが、1年

あっという間です

ね。 

これから、年末に

掛けて又、それぞれの事に決まりをつける忙し

さに追いかけられないように余裕を持って取り

組みたいと思っています。 

今週は６，７日と甲府で今年度の地区大会がい

よいよ開催されます。参加される皆さんは 7 日

朝 5 時 50 分集合、6 時出発となっております。

多分、天候によっては冷え込むと思いますので

それなりの服装で風邪などひかないよう気をつ

けて下さい。私と大長幹事は 6 日昼からの本会

議からの参加になり、夜は分区の会長幹事会が

ありますので前日から参加させていただきます。 

7 日のバスでの運行は副幹事の島村君の方で支

障なくやっていただけることになっております

ので、島村君、よろしくお願いします。 

それから良いお知らせがあります。パスト会長

の仲田廣志君が 10 月末手術、後退院されまして

11 月は養生して 12 月頃より、例会の方に又、出

席できるとの電話を 1 日にいただきました、仲

田君は頚椎を前々から痛めており、つらい時が

たびたび有ったそうです。さっそく、クラブから

のお見舞いを持って 2 日に自宅の方にお見舞い

に行ってきました。コルセットもはめておらず、

元気なようすでしたので安心しました。『皆さん

にご心配かけましたがよろしくお伝えください』

との事でした。頚椎に掛けては根が技術屋であ

り、あの真面目さで勉強されたそうですから、も

うプロです。お困りの方は相談されたらよろし

いかと思います。 

それから先日お亡くなりになりました大塚高弘

君のお父上が市長表彰を受賞された事を新聞紙

上で拝見しました。長い間の交通安全の会長職

ありがとうございました。 

次に昨年、台湾でおこなわれた国際ロータリー

世界大会に出席された、大長、土屋君の元に台湾

の高校生の修学旅行先に順心高校をセッテイン

グできないかとの依頼が舞い込みました。せっ

かくの国際親善でもありますので、クラブとし

て青少年委員会の松田委員長、インターアクト

担当の山田君と共に順心高校さんと調整してお

手伝いできるところはやっていくことを本日の 

理事会で計りたいと思っています。 

それでは本日の会長報告を終わりにいたします。 

ありがとうございました。 

■ 出 席 報 告           平野 純也君 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

30／41 73.17％ 30／41 73.17％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○菅原君 ○大長君 ○仲田晃君 

○仲田廣君 ○間野君 池谷君 江﨑友君 

大杉君 落合君 玉木君 

(２)メークアップ者  

江﨑 晴城君（榛南） 

■ スマイル B O X          平野 純也君 

・11 月 12 日で 87 歳になります。年を取るのを 
 止める方法を教えて下さい。  櫻井 龍太君 
・11/25 は妻の誕生日です。お祝いありがとうご 
 ざいます。          平野 純也君 
・家内の誕生祝ありがとうございます。時々、愛 
 犬のアンディを連れて藤枝に遊びにきますが、 
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相変わらず単身ふとん状態です。誕生日には

おめでとうとメール送ることにします。 
荒井 聡君 

・本日（11/4）結婚記念日です。仲よくやってい 
 きたいです。         平野 純也君 
・結婚記念のお祝いありがとうございます。28 

回目の記念となりますが、女房・子供と共に祝 
いたいと思います。ありがとうございました。 

大石 英典君 
・結婚記念お祝いありがとうございます。27 年 

目になります。次も祝える様にガマンします。

よろしく御願いします。    大塚 高弘君 
・結婚記念の御祝いありがとうございました。ス 
テキな花でしたが運送屋さんの所為か箱の中

でバラバラになっていたのが残念でした。 
池ノ谷 敏正君 

スマイル累計額  ５９，０００円 

■ 会 員 卓 話                   

 

ロータリー財団 

委員会 

青島 克郎君 

 

 

ロータリー財団の歴史 

1905 年  信頼しあえる 4人で会合を開きロー

タリークラブが誕生 

1910年 全米ロータリークラブ連合会が新設。 

60 名の登録者数で国際大会が開催

されポールハリスが初代会長となる。 

1912年 国際ロータリークラブ連合会と改称 

1917 年 6 人目第 7 代 RI 会長アーチ C.クラ

ンフの提案で「世界でよいことをす

るために」 という目的で基金が創設

され有志による寄付が始まった。 

1921年  現在の国際ロータリーに改称された。 

1928年 ロータリー財団として新組織がスタ

ートし世界のロータリークラブで参

加するようになった 

ロータリー財団の寄付金(2620 地区) 

寄付金の流れ 別紙参照 

年次寄付    地区目標 $150／人／年 

 

 
地区の現状  2014-2015 年度  

$150 達成 3 クラブ、 
$100 達成 45 クラブ、 
$100 未達成 30 クラブ  

当クラブは 120$ で実施 
78 クラブ中 16 位 

恒久基金寄付  各クラブ$1,000/年の目標で、当

区ラブではパスト会長 1 名が

順次引き受けてくれている。 

ポリオ寄付  2,000 円／人 

ロータリー財団資金で行う奉仕プログラム 

ロータリー平和フェロー 
世界の 5 つの大学に設置されたロータリー

平和センターへの留学により修士号取得プ

ログラムや専門修了証プログラムに参加し

世界の平和のために活躍する人材を育成す

る。 

グローバル補助金事業 
奨学金事業(大学生レベルを対象としたもの) 

職業研修チームの派遣、受け入れ 

人道的プロジェクト(紛争、貧困、衛生、環

境、教育等 6 分野) 

地区補助金事業 
各クラブが計画する地域のための奉仕活動 

各クラブが計画する奨学金プログラムや職

業研修プログラム 

ポリオ撲滅プログラム 
ポリオ撲滅プログラムはビルケーツ財団と

同額負担。 

未来の夢計画 

目的 各クラブが地域や青少年など幅広い奉

仕プログラムを計画、実施し社会貢献を

果たす。 パイロットクラブによる試験

実施の後 3 年前から全クラブでスタート 

(当地区実績 今年度 62 クラブ、前年   

度 57 クラブ、初年度 47 クラブ) 

当クラブの地区補助金事業  
当クラブの経緯と実績そして反省 

スタート年度は様子眺めとし実施しな

かった。 

2 年度目は静岡産業大学の冠講座におい

て論文コンテストを実施 

今年度 3 年目は 10 月 25 日に藤枝再発

見健康ウォーキングを実施 
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今後の取り組みについて…皆さんのご意見を伺う 
地区補助金事業を来年度以降も継続し

て実施するべきかどうか。 

継続する場合は事業予算の面で既存の

奉仕プログラムの棚卸しを行うかどう

か。 

毎年地区補助金事業を行う場合の奉仕

プロジェクト委員会の負担について 

グローバル補助金事業 

グローバル補助金事業は海外ロータリ

ークラブと連携して行う事業で$3,000
以上の比較的大型のプロジェクトで平

和と紛争予防等 6 つの人道的重点分野

に限定。 

これに加えて従来の財団国際親善奨学

生のような奨学金プログラムや従来の

ＧＳＥに替わる職業研修なども対象と

なる。 提案クラブとしての費用の捻

出は必ずしも必要でなく申請も随時可

能であるが海外クラブとの連携などハ

ードルは高い。クラブの周年記念事業

として計画するなど 1 度はチャレンジ

したい事業である。 

ロータリーカードの普及 

カードの特徴  
ロータリアンでないと発行されないカー

ドであり世界的なステータスは高いと思

われ、海外旅行などでは信頼度が増す。

当クラブでは全員登録を目指したいと思

います。 

2620 地区の発行実績 
263 枚(Standard 204 枚、Gold 46 枚、

Buisines 13 枚) 普及率 9% 
当クラブ 1 枚  焼津クラブ 24 枚 

カードの種類 
スタンダード  

会費無料 
寄付率 0.3% 

ゴールド 
年会費 10,500 円(内 3,000 円は寄付) 
寄付率 0.3% 

ビジネス 
年会費  3,150 円(内 1,500 円は寄付)  
寄付率 0.5% 

2014-2015 年度実績 6,138,989 円 

 

 

カードの期限  
1 年間に一度も利用されなかった場合カ

ードは無効となり自動解約される。 

利用頻度の少ない方は公共料金の支払い

に本カードを利用すると良い。 
 

カードの申し込み 

     スタンダード、ゴールドカードの申し込み 

http://www.orico.co.jp/merchant/rota

ry/にアクセスし、カード種類を選択後、

地区コード(2620)、クラブコード

(14314)を半角文字で入力し、同意を

チェックして、以下必要事項を入力し

申請を行う。 

ビジネスカードの申し込み 

法人カードはインターネットでの申

し込みは出来ません。 ご希望の場合

はロータリー事務局にご連絡下さい。

申込用紙をご用意します。 

カードが発行されましたら事務局にご連絡

下さい。会報に氏名を掲載したいと思います。 

 

 

 

 

 

１１月のお祝い 
おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／荒井君） 


