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卓話を戴きます。よろしく御願いいたします。
第一例会では、私が勉強したロータリー財団の

歴史について少し話をさせていただきましたが、
今日は、パストガバナーであります地区ロータリ
ー財団委員長山田修平様の貴重な卓話があります。
先週はフイリピン・ミンダナオ島サウスダバオ

ロータリークラブの訪問を受けての例会となり、
前日の12日ウエルカムパーティでは、深夜までお
付き合いいただきお疲れ様でした（親睦の皆さん
お疲れ様でした）。13日は、午前中銚子市内観光。
途中、越川銚子市長も参加されました。午後会議
所の大講堂での例会は大変有意義でした。海外ボ
ランティア支援については、私は初めてでしたが、
その難しさを垣間見たような気がしました。それ
は例会の始まる前の懇談会でのことでした。
今回の支援は、盲学校の生徒に対して楽器の贈

呈をしました。これに対して大変喜び感謝してい
たようですが、サウスダバオの会長から次の支援
について、すでに現地では淡水魚の養殖場を用意
しており、これを盲学校の生徒の支援に役立てた
いので、出来れば技術的な支援をして欲しいとの
話がありました。
このように、次から次へと要望が出てきそうな

皆さん今日は。本日は地区ロータリー財団委員
長山田修平様をお迎えしての例会となります。山
田修平様、本日は大変お世話に成ります。後ほど

今週のプログラム

「スポーツ大会による地域活性化について」

和光設備㈱

社長　小　倉　和　俊　様

前回の例会報告（11月20日）

点鐘：宮　内　　榮　会長
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気がします。するとロータリーの未来の夢計画と
は少しはなれるような気がしますので、以後未来
の夢計画に沿った支援の仕方で先方にも理解をし
ていただく必要性を感じました。前称のような事
業は、個人的な行動に委ねるほうが良いような気
がいたします。いずれにしても、長年かかって友
好関係を築いてきたのであり両クラブの友好関係
をより一層強固なものにしてゆきたいと思いま
す。以上で会長挨拶を終わります。

国際ロータリー第2790地区ロータリー財団委員会
委員長　山　田　修　平　様
2011‒12年度ガバナー

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

越　川　信　一　会員（11月19日）

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★

猿　田　正　城　会員（11月15日）

【週報拝受】八日市場RC、成田空港南RC
　1. フィリピン台風災害の支援について
　2. 日台ロータリー親善会議開催ツアーのご案内
　3. 地区大会お礼状
　4. 藤川享胤氏「講演会+フォーラム」登録の

お願い
以上、ガバナー事務所

　5.  2014年　新春賀詞交歓会のご案内
　　　 ........................................................................  千葉日報社
　6.  お礼状  ...........................  サウスダバオRC谷口様

第9回米山功労者　　猿　田　正　城　会員
第2回米山功労者　　金　島　　　弘　会員
第1回米山功労者　　高　瀬　幸　雄　会員

✌国際奉仕委員会 R財団　島 田 洋二郎 委員長 ✌
地区ロータリー財団委員長、山田修平パストガ

バナーには、お忙しい中、銚子RCの例会へお越
しいただき、あらためて御礼申し上げます。本日
はよろしくお願い申し上げます。

宮　内　清　次　会員
（11月20日）

幹事報告幹事報告

記念日記念日

お客様お客様

ニコニコBOXニコニコBOX

授与式授与式
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✌ 地区R財団　委員長　山　田　修　平　様 ✌
本日は、卓話をさせていただきます。よろしく
お願いします。

✌ 加　瀬　貞　治　会員 ✌
過日、地区大会に於いて年令だけの理由で賞を
頂戴しました。同じ理由で日本医師会から銀盃が
とどきました。家族全員が集まり、妻の喜寿祝と
共に焼肉パーティーをしてくれました。
✌ 高　橋　宏　資　会員 ✌
サウスダバオRCの15名様は、銚子の歓迎を大
変喜んで無事帰国いたしました。

✌ 石　毛　　　充　会員 ✌
先週はサウスダバオRC参加の記念すべき例会
で、副SAAとして進行させていただき、ありがと
うございました。

時間が経つのは本当に早く、もう貴クラブ例会
に出席させて頂いていから１週間が経ちます。お
礼が大変遅くなり申し訳ありません。参加者15名
無事にダバオに戻りました。
日本訪問中は色々と手配いただき、また温かい
おもてなしをいただき参加者全員感激し、心から
感謝しております。
早速来年4月にも日本訪問を計画し始めており
ます。
宮内会長をはじめ皆様にも、来年はまた是非ダ
バオでもお目にかかれることを楽しみにお待ちし
ております。この度は本当に有難うございました。

サウスダバオロータリークラブ　
谷口 りか

この度は、卓話にお招き頂きまして、有難うご
ざいます。
本ロータリー年度から、全世界の地区に未来の

夢計画が導入されましたが、ロータリー財団の組
織全体が全く変更になった訳ではありません。寄
付金の種類とか、年次寄付は3年間運用して、その
運用益で財団の運営費を賄うとか、地区財団活動
資金（DDFと言います）と国際財団活動資金（WF
と言います）に区分する割合等の基本的な部分は、
従来のままで変更ありません。
本日頂戴した演題であります地区補助金とグロ

ーバル補助金については、変更がありました。
まず、地区補助金についてお話しします。
従来の地区補助金は、各クラブの活動資金とし

て配分する部分を言っていましたが、未来の夢計
画では地区の裁量で使える補助金になりました。
従来国際親善奨学生の派遣費用は、地区補助金と
は別の区分になっていましたが、この制度が無く
なり、地区補助金の中から支出することが出来ま
すが、従来と大きく変わりました。
各クラブに配分する従来の地区補助金は、地区

補助金全体が1つのプロジェクトとして、25 ,000
ドル以上になると外部監査が必要でしたので、当
地区では、従来の地区補助金の申請は25 ,000ドル
以下にしていました。
未来の夢計画になりますと、全てのプロジェク

卓　話卓　話

委員会報告委員会報告

未来の夢計画　地区補助金・グローバル補助金
地区ロータリー財団委員会　　　
委員長　山　田　修　平　様　

サウスダバオロータリー
クラブ谷口りか様からの
お礼状代読

国際奉仕委員会
　高　橋　宏　資　委員長
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トに対して外部監査か地区ロータリー財団資金監
査委員会の監査が必要になりました。当地区は、地
区のロータリー財団資金監査委員会の監査による
方法を採用しましたが、金額の制限がなくなりま
したので、従来より多くの金額を申請出来ました。
この中には、銚子RCの「ミンダナオ島　盲学校支
援プロジェクト」も含まれています。申請して頂
き、有難うございました。
次いで、グローバル補助金についてお話し致し
ます。
地区補助金は、DDFと皆様のクラブの資金等で
賄いますが、グローバル補助金は、DDFの他に
WFからも資金が配分されます。1つのプロジェク
トも、3万ドル以上と大規模になります。地区補
助金は、ロータリー財団の使命に添っていて、ロ
ータリアンが積極的に関与するプロジェクトなら
OKですが、グローバル補助金のプロジェクトは、
これらの条件の他に6つの重点分野の1つ以上に
当てはまらなければなりません。
この重点分野は、ロータリアンが従来実施して
きた分野を纏めたものだと言われていますが当地
区内クラブでは余り馴染みがありません。銚子RC
でも、是非ともグローバル補助金にチャレンジし
て頂きたいと期待しております。
当地区内では、現在茂原RCと木更津東RCが申
請を予定しています。
未来の夢計画が始まりまして、財団の資金の配
分に苦慮しています。皆様からの寄付金は3年後
に使われますが、皆様のご理解を頂いて、より多
くの資金が使えるようにお願い致します。

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　40名
　出　席：30名　欠席10名　出席率75 .00%
　欠　席：青野君・有村君・灰谷君・金子君
　　　　　栢尾君・越川君・大岩君・坂本君
　　　　　佐藤君・内田君

【M U】
なし

【RAC例会のお知らせ】
12月3日㈫点鐘17時　マリーナキャンパス2103教室

【ニコニコ】

ニコニコBOX ￥25,000 計 ￥331,001

スモールコイン ￥ 2,465 計 ￥ 32,301

米 山 B O X ― 計 ￥ 28,731

希 望 の 風 ― 計 ￥140,800

次回のプログラム（12月4日）
「旅と鉄道の雑学散歩」
旅行家
 根　本　幸　男　様

お弁当：辰巳家（にぎり）

11月16日㈯、17日㈰に第10回青澄祭が千葉科学
大学 マリーナキャンパスで開催されました。


