2020-2021 年度 RI テーマ ：ロータリーは機会の扉を開く
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：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から
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46(45) 名

出席率 73.02 %

前々回 11 月 12 日 会員数 64 名
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出席率 71.43 %
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本日の卓話者ご紹介

■補助金の種類と決定機関

地区財団資金推進委員会
副委員長 栗林一郎様

■ロータリー補助金の概要

卓話

「ロータリ ー 財団 の
理念 と 仕組 み に つい て」
地区財団資金推進委員会
副委員長 栗林一郎
概要
■地区ロータリー財団委員会の役割
１. 大委員会：地区ロータリー財団委員会
２. 中委員会：補助金委員会
4 つの小委員会を統括する。
補助金配分・VTT 委員会
平和フェロー・奨学金委員会
補助金管理委員会
資金推進委員会
■クラブロータリー財団委員会の役割
ロータリー財団の理念と仕組みをクラブ会員に対して理
解を促進する。
■シェアシステムによる DDF の配分例

計

45 名

修正率

日 11 月 26 日 会員数 64 名

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

71.43 %

■寄付
寄付分類
年次基金
年次基金の種類
恒久基金 恒久基金の種類
その他の基金
■個人の認証
寄付分類と対象となる認証
｢財団の友」会員
ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ/ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ
ポールハリス・ソサエティ（ＰＨＳ）
メジャードナー
アーチ・クランフ・ソサエティ
ベネファクター
遺贈友の会
■過去 3 年分ロータリー財団寄付（各年度 6 月末寄付状況）
平塚 RC
2016-17 年度
会員数：62
年次寄付：11 (5)
その他（ﾎﾟﾘｵ含）：67 (168)
恒久基金：2000
2017-18 年度
会員数：60
年次寄付：180 (90)
その他（ﾎﾟﾘｵ含）：42 (105)
恒久基金：1000
2018-19 年度
会員数：58
年次寄付：201 (101)
その他（ﾎﾟﾘｵ含）：45 (112)
恒久基金：0
年次寄付 / ポリオ：一人当たり (%) 内は達成率
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恒久基金：6 月末合計 単位＝USﾄﾞﾙ
■補足資料
地区補助金プロジェクト一覧

会長報告
皆さんは最近、わくわくしていますか？
私はつい最近わくわくしたことがありました。それは、
昨日開催された第 49 回ロータリー研究会に参加できる
ことが分かったときです。ロータリー研究会に参加でき
るのは、
ＲＩの元役員や現役員、次期役員、地区もパスト
ガバナー、ガバナー、エレクト、役員など限られた方々
です。しかし今回は 2 部構成になっていて、2 部には会
長も出席できることになりました。
研究会の目玉は何といっても、ホルガー・クナークＲ
Ｉ会長の講演です。リモートでの登壇となりますが、生
でクナーク氏の言葉を直接聞くことができる機会はめっ
たにありません。「クナークさんはどんな話をしてくれ
るのだろう」「もしかしたら直接質問ができるのかな」
私のワクワクはとまりませんでした。
ところがです。今回第 2780 地区で参加登録をされた
会長は、66 名のうちたったの 14 名でした。8 割近くの
会長が参加されないということに大変驚きました。参加
されない理由まではわかりませんが、今回はＺＯＯＭを
使ったオンライン開催であることから、わくわくする前
に、尻込みしてしまった人が多かったのかもしれません。
ところで、みなさんはわくわくの語源をご存知ですか？
一説によると、わくわくは、水などが地中から急に現れ
る時の「湧く」という言葉から生まれたといわれていま
す。（サンズイに勇ましいと書く「わく」ですね）
わくわくする気持ちも急に現れるので、確かに納得です。
しかし「わく」という言葉はもうひとつあります。それ
はお湯が沸騰するときの「沸く」です。沸騰させるため
にはまず火をつける必要があります。そう考えると、わ
くわくする気持ちというのも、まずは心に火とつけるこ
とが必要なのかもしれません。
例えばそれは、ＺＯＯＭなんてよくわからないけど、
とりあえずやってみようとか、知らない人しかいない交
流会だけど、参加してみようとか、未知の世界に飛び込
むことが心に火をつけることになるのではないでしょう
か。
もう一度皆さんに聞きます。最近わくわくしています
か。わくわくした気持ちで何かをしましたか？もしして
いないのであれば、それは「わくわくしないからできな
い」のではなく、自ら火をつけることをしていないから
かもしれません。新しく入った会員のみなさんが、ロー
タリーにわくわくしてもらうためにも、心に火をつけて、
みんなでわくわくする活動をしていきましょう。

新会員研修セミナー
１１月２６日、今年度の会員研修第一回目を入会５年未
満の方を中心に「新会員研修セミナー 〜今さら聞けな
いロータリー〜」をテーマとして開催しました。
新会員オリエンテーション資料をもとにセミナーを進
め、時折、特別講師として参加して頂いた成瀬正夫会員・
升水一義会員にはロータリークラブの基本・歴史などの
お話しを聞かせて頂き終始、和やかな雰囲気の中での研
修が出来ました。
入会して間もない方はもちろん入会後数年が経過してい
る方も、今一度ロータリークラブについて学び今後の
ロータリーライフを有意義にして頂きたいと考えていま
す。
第二回目はより多くの参加をお待ちしています。
会員研修委員長：高橋建二
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幹事報告
◎先日開催されました第 8 グループ会長・幹事会にて、
2021 年 2 月 6 日開催予定の IM は新型コロナウィルス
の影響で、会場でのソーシャルディスタンスを保つこ
とが困難な事などにより、開催を中止することに決定
いたしました。
◎情報集会が各グループ幹事よりご連絡が行っているこ
とと思います。
早速本日より集会が開催されるグループがありますが、
このような状況下ではございますので、十分に安全を
確保していただき、皆様の活発なご意見をまとめて、
12 月 10 日にご報告をお願いいたします。

川崎 RC の堀内様と鳥山会長によるバナー交換

◎来週の例会はクラブ年次総会となります。
委員会報告
○会員研修委員会 髙橋建二委員長
本日、例会後に新会員研修セミナーを開催いたします。
お忙しい中、お時間をお借りして研修の時間を作りま
したので、参加した方には満足していただける内容に
していきたいと思っています。

メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル

18名

ゲスト

1名

19-20 年度までのロータリー財団への
寄付金が $5,000 以上となり、
マルチプル・ポール・ハリス・フェローの
認証ピンを鳥山会長より授与されました升水富次郎会員

地区財団資金推進委員会

副委員長

栗林一郎様

2名

ビジター
川崎ロータリークラブ
平塚湘南ロータリークラブ

堀内 愛元（よしはる）様
薗 信雄様

卓話・行事予定
12 月03日(木)
12 月10日(木)
12 月17日(木)

クラブ年次大会
上期情報集会報告会
公益社団法人平塚青年会議所
理事長 数田俊樹様

市内例会変更
誕生日祝いを会長より受け取られた関口会員
クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

平塚南RC
○ 浅野 康

近藤 憲司

11/27

休会

又城 雅弘

⇒

通常例会

