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地区Ｒ財団補助金推進委員会
副委員長　長谷川　　洋様 （大和ＲＣ）

クラブで奉仕活動を行うためのポイント
Ｒ財団補助金を視野に！

                                       　　
地区補助金推進委員会
副委員長　長谷川　　洋　

取り入れてほしい４つの考え方

ニーズ調査
一部の意志により
漠然と決められる
のでなく自分たち
の行う活動が確か
に地域社会にとっ
て求められる内容
である事

効果測定
行う活動がどのよ
うな影響をもたら
すか︖問題の内、
活動により解決す
るのはどこまで
か︖目標の設定

活動の持続
素晴らしい活動も、
Rotaryの仕組みで
長く継続できない
場合もあります。
地域の同じ問題に
取り組む仲間を探
し育て主導しま
しょう

公共イメージ
素晴らしい活動と
アプローチは

Rotaryの印象を良
くし、地域の理解
を進め、影響を高
め、仲間を集める
ことの助けになり

ます

District 2780 committee.

補助金推進委員会広報・研修 長谷川洋平

求められる活動︓ニーズ調査
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ロータリークラブの奉仕活動において求められる活動をすること
は大変重要です。活動を決定するのに、単純に自分たちができ
ることをリストアップしてその中から選択したり、自分たちのや
りたいことを押し付けるのではなく、まず社会や地域の求める
ニーズを把握しましょう。
さまざまな側面で調査を実施すると言うことは非常に重要です。
例えば同じ予算をかけ図書館に図書を寄贈する場合を考えてみて
下さい。自分たちが素晴らしいと考える図書を寄贈するより、現
実に社会や地域の利用者が求める図書を寄贈したほうが、より
いっそう喜ばれるのは間違いありません。

計画段階から公共イメージに配慮する

公共イメージ
素晴らしい活動と
アプローチは
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ことの助けになり
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過去、世界中で行われたアンケート調査の結果によるとRotaryと
言う名前は知っていてもRotary-Clubが何をしている団体か誰も
知らないという結果が出ています。そのことが公共イメージに配
慮する最大の理由です。
私達が素晴らしい活動する時、周囲の人は「誰がやっているのだ
ろう︖」と興味を持ちます。また私達自身も素晴らしい活動する
時、自分がロータリアンであることを誇らしく感じるはずです。
近年会員減少でクラブの体力も落ちてきているように感じている
方も多いはず。地域社会において素晴らしい活動をする団体だ︕
と多くの方に認知していただくことにより自然と協力者や仲間
が増えていくことを期待しましょう︕

ROTARY財団補助金の検討

その上で
財団補助金適用
を考えると…

District 2780 committee.
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「自分たちの寄付を返してもらうのにうるさい事を言いやがる」
など聴きますが、R財団は銀行ではありません︕
財団には設立趣旨が有りそれ以外に支出できません。よって…
＜善意と平和＞ １．平和と紛争防止/解決

＜教育＞ ２．基礎教育と識字 ※地区では主に奨学事業

＜貧困の緩和＞ ３．経済と地域社会開発

＜健康＞ ４．疾病の予防と処置
５．水と衛生
６．母子の健康

を念頭に置いて企画・立案していただく必要があるのです！

一目瞭然︕︓目標と効果測定

効果測定
行う活動がどのよ
うな影響をもたら
すか︖問題の内、
活動により解決す
るのはどこまで
か︖目標の設定
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会社や事業所として何か活動を行う場合、予算や人員を使って何
をどこまで達成するのか︖とは非常に重要な課題です。明確な目
標は3時間で達成されるかもしれません。数年かかる場合もある
と思います。また地球温暖化や高齢化社会など問題によっては単
純な解決が難しい場合もあります。
重要なのは行う活動が達成すべき目標が全体の何パーセントなの
か︖いつまでにどこまでするのか︖また、達成された事項／課題
は客観的に評価できるものか︖ということです。
ある人は「よくやった‼」と見え、別の人は「何も変わっていな
い‼�」と言うことでなく、誰が見てもこの問題はどのぐらい解
決されている︕と明瞭・確実なことが重要です。

「協力や継続」で目標を達成する

活動の持続
素晴らしい活動も、
Rotaryの仕組みで
長く継続できない
場合もあります。
地域の同じ問題に
取り組む仲間を探
し育て主導しま
しょう
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長年、ロータリーの活動において「単年度制」や「⚪ ⚪会長年
度」など「年度」は重要だと考えられてきました、しかし求めら
れる奉仕活動を考えたとき Rotaryの年度とは自分たちの地域社
会にとって何の意味があるでしょう︖Rotaryの仕組みにこだわる
余り、「問題を認識し着手はするけれども解決はしない」「１年
で出来ることしかしない」「１年で出来ないからやらない」と
いった活動になっていないでしょうか︖
明確な目標はどのくらいの時間で達成されるのか︖十分に精査し、
必要であれば他のクラブに協力を求めたり、継続的に取り組んで
くれる他の団体とよく協力し問題が解決される手段を検討してく
ださい

P. ６

P. ５

P. ４

P. ３

P. ２

P. １

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

本　日11月27日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  49(46)名 出席率  83.05％
前々回11月  6日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  46(43)名 出席率  77.79％ MUP  2名 計  48名 修正率  81.36％



＜委員会報告＞

◦親睦委員会　小野　学委員長

　【クリスマス家族会のご案内】
今年も恒例となっております、クリスマス家族会を開

催致します。是非ご家族・ご友人とお誘い合わせてご

参加ください。沢山の皆様にお楽しみいただけるよう

頑張って企画しております。

また、恐縮ですが今回もゲームの賞品を募集しており

ます。ご協力よろしくお願い致します。

　日　時：12/25（木）　例会 17:30 ～ 18:00

　　　　　　クリスマス家族会 18:00 ～ 20:00

　会　場：通常例会場

　　　　　（グランドホテル神奈中本館２F「百合の間」

　会　費：ご家族・ご友人（大人）5,000 円

　　　　　　　子供（小学生以下）4,000 円

＜幹事報告＞

◎ロータリー日本財団より寄付への認証状とバッジが届
きました。ご協力有難うございます。

　◦年次基金寄付：原田伊三郎会員

　　認証：ポール・ハリス・フェローとして

　　

◎第７回 IA 委員会及び第７回 IA 合同会議・海外研修練
習会開催のご案内

　日　時：12/13（土）（12:00 ～ 12:45 正副委員長会議）

　　　　　13:00 ～ 14:00 インターアクト委員会

　　　　　14:00 ～ 15:30 インターアクト合同会議

　　　　　15:30 ～ 18:00 台湾海外研修旅行について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象者のみ）

　場　所：第一相澤ビル６階

　　　　　　（藤沢駅南口 OPA の隣ビル

　＊豊川忠紀委員長が出席します。

◎ 10/18 地区大会（会長幹事会）で行われました選挙
人会の結果報告
今回採択された決議案につきましては、2014 年 11

月末に RI 事務局に提出致します。

選挙結果（有効投票数：95）

◎米山学友会主催「国際交流会」の開催ご案内
　日　時：12/13（土）　13:30 ～開会

　場　所：「清風」　大和市福田

　　　　（小田急江ノ島線　高座渋谷駅　西口改札すぐ）

　会　費：3,000

＜メークアップ＞　　　　　　２名　

　　　　　　　　　　　　　清水雅広・柏手　茂会員

＜本日のスマイル＞　　　　２４名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　１名　

　　　　　　　　　　　　　長谷川　洋平様（卓話者）

＜ビジター＞  　　０名

＜卓話・行事予定＞

　

１２月　４日（木）　クラブ年次総会　

　　　１１日（木）　上期情報集会報告

　　　１８日（木）　NPO 法人【かものはしプロジェクト】 

　　　　　　　　　　　村田早耶香様

　　　２５日（木）　クリスマス家族会 17:30 ～ 例会

　　　　　　　　　　（事務連絡ほか）

　　　　　　　　　18:00 ～ 20:00　クリスマス家族会

　　　　　　　　　場所：グランドホテル神奈中

＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。
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寄付認証状

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜幹事報告＞

＜委員会報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

＜ビ　ジ　タ　ー＞

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕


