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ロータリー情報委員会担当卓話 SPEECH

「ロータリーの補助金について」
いわき分区ガバナー補佐 越

智

正

典

会員

私はロータリークラブに入って、入会
同期の有賀元会員に言われたことは「役
を仰せつかった時など、何かを頼まれた
ら、断ってはいけない」ということでし
た。今回も奈良会員から卓話の依頼を頂
き、
有賀元会員の言葉を思い出しました。
今、私は地区の会議に出席しています
が、その結果はクラブの会長、幹事、委
員会の委員長からお聞きになっていると
思います。今年はシカゴにロータリーク
ラブが出来てから、105 年余、日本に東京ロータリークラブ
が出来てから 100 年近くがたっています。いわき平ロータ
リークラブは昨年、60 周年を迎えました。いろいろな会合
で「ロータリークラブはどのような団体ですか」と聞かれ
ます。ロータリーにつきましては、
「ロータリーの友」の横
組みの最初、巻頭に出ています。
「職業倫理を重んずる職業
人、専門職業人の集まりで、お互いに信頼のできる公正な
取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発
展するような仲間を増やしたい、という趣旨でロータリー
クラブという会合を考えました」とされています。今では
世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求められるようにな
り、現在は多方面にわたって多大の貢献をしています。職
業倫理を重んじた職業人といわれますが、今では当たり前
です。良い物を、ほどほどの値段で、タイミング良く、お
客さまに提供できる、ということです。
私はロータリーは、やはり、奉仕であろうと思います。
皆さんからも、そう聞きます。奈良会員から、会報の情報
提供というお話がありましたが、ロータリーの情報は「ロー
タリーの友」が全て、といっても過言ではありません。ウェ
ブではロータリー・ジャパンです。その項目ごとに見れば、
全てです。これらによって、ロータリーの活動は全て、分
かるということです。
ロータリーの友で思い出すのは、吉田義尚会員の投稿で
す。最初は
「マイ箸」
です。クラブでは割り箸を使っているが、
マイ箸を使えば、多くの材木の消費が減るだろうと、投稿
しました。その後、私たちのクラブは、いわきワシントン
ホテル椿山荘のご協力で、
今のような形となりました。今は、
いわき平中央ロータリークラブでも同じようになりました。
ワシントンホテル椿山荘の中でも、増えているかもしれま
せん。このような提案で、何かに取り組んでいくことが大
切だろうと思います。
奉仕は、人のために、地域のために、何かをやることで
あり、そのためには、お金が必要です。クラブから持ち出
すのか、それとも、外部から得るのかということですが、
第 2530 地区は今、ロータリー財団から戻ってくる分を原資
にした地区補助金と、復興補助金があります。全国から億
単位のお金、義援金が集まり、それを災害復興に使ってく
ださい、ということです。このほか、日本のロータリーク
ラブの事務局に集まったお金もあり、日本委員会の名の下

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

で、
災害復興に使う資金になっています。日本委員会に 3,000
万円ほどあるので、各クラブで使ってほしい、という情報
が入りました。クラブでお金を出すことは当然ですが、そ
のうちの半分であるとか、あるいは、災害復興補助であれば、
15％をクラブで出せば、後は補助金を出すというものもあ
ります。
皆さんに資料を配布しましたが、補助金には取り決めが
あります。地区補助金は、
皆さんがロータリー財団に寄付し、
それを原資にして地区に還元され、プロジェクトに使えま
す。地区の規約、申し合わせがあります。地区補助金は昨
年から変わっています。補助金の申請には地区との間でク
ラブの覚書が必要で、また、地区主催の補助金管理セミナー
への出席も求められます。平成 26 年から 27 年、わがクラ
ブでは、鈴木東雄会長の時の行事に関して、今年の３月末
までに内容を出さないと、申請できません。その前提とし
て、昨年 12 月末までに覚書を出すことになっています。承
認されれば、プロジェクトの半額ぐらいまでは補助が出ま
す。クラブの財源は、ご承知の通り、スマイルが財源となっ
ています。
今、他のクラブの状況が３ページに載っていますが、残
念ながら、わがクラブはありません。いわき分区の各クラ
ブも載っていません。第 2530 地区の中では、このような取
り組みはあることを知ってほしいと思います。
復興補助金は４ページです。昨年６月まで１億 700 万円
ありました。2012 － 2013 年に 9,600 万円を繰り越し、
そして、
残高が１億 700 万円です。このうち、おおむね、3,600 万円
ほどが申請され、そして、7,000 万円ほどの繰り越されてい
ます。2013 － 14 年度、
14 － 15 年度、
15 － 16 年度の約３年で、
3,000 万円近くずつを使うという方向です。どのように使わ
れいるかをご覧下さい。12 － 13 年度はいわき平ロータリー
クラブも福島高専の学生にパソコンを贈りました。13 － 14
年度に承認されたのは、1,500 万円で、６ページにあります。
いわき分区は、いわき勿来、いわき内郷が申請し、承認さ
れました。なお、現在、580 万円あります。
申し上げたいのは、第 2530 地区で進められている活動を
ご覧頂き、われれは何に取り組むかを、そういう気持ちを
持ってほしいと思います。
１月末に、いわき分区の会長・幹事会があります。各ク
ラブの方に災害復興支援金 580 万円をどのように使うのか、
聞く予定です。復興補助金は今からでも大丈夫ですので、
考えてほしいと思います。
社会奉仕と同時に、新世代委員会があります。インター
アクトクラブやローターアクトクラブについては７ページ
に載っています。第 2530 地区で今、盛んに取り組んでいる
には会津分区です。各学校のクラブ活動で、社会奉仕活動
を行っているクラブと提携しています。かつて、わがクラ
ブも松村幹事に大変、お世話になりました。水浄化やごみ
ゼロ運動などがあり、60 周年記念誌の中にも写真が掲載さ
れているかと思います。ただ、
社会人の場合は大変です。今、
いわき分区では、勿来ロータリークラブが磐城農業高校、
内郷ロータリークラブがいわき総合高校と活動しています。
もう一つの補助金は、最後の８ページにあります。日本
委員会に送金された金額は５億 3,400 万円あり、170 のプロ
ジェクトに４億 600 万円が使われ、残高は 3,700 万円です。
全国が対象ですが、復興に関する情報があるでしょうから、
プロジェクトを考えて申請してはどうでしょうか、お知ら
せが流れてきました。
人のために、地域のために行うプロジェクトを考える時
に、自分のクラブで出すだけではなく、補助金を使うとい
うことも大事だと思います。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
 米山奨学会からの米山功労者に対する感謝状を伝達

◆司会：松村幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我らの生業）
・
ロータリーの目的（松崎浩会員）
・四つのテスト（薄
井親一郎会員）
〕
ロータリーの目的
松崎浩会員

飯野光世会員
（５回マルチ
プル）

四つのテスト
薄井親一郎会員

⃝森会長から、いわきワシント
ンホテル椿山荘のスタッフに
お年玉を贈呈
⃝年男の黒
須幸雄会
員に干支
のボトル
を贈呈

大久保健蔵会
員（ ２ 回 マ ル
チプル）

伊藤盛敏会員
（２回マルチ
プル）

松村耕三会員
（14 回メジャ
ードナー）

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（馬場学副委員長）

★ 結婚祝
片平正夫さん

例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

１月９日

52 名

26 名

―

◆ ロータリー財団委員会（代理・飯野光世会員）

（１月 16 日）

大久保健蔵さん、松崎浩さん、越智正典さん。以上３件

★ 誕生祝

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

飯野光世さん、酒井睦雄さん、越智正典さん、新
田俊彦さん、松崎浩さん、伊藤盛敏さん、大久保健
蔵さん、奈良宏一さん、志賀弘昌さん。以上９件

勝田博志さん

新田俊彦さん

（１月１日）

（１月９日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
新年明けましておめでとうござい
ます。昨年中は大変、お世話になり
ました。お陰さまで前半の半年を無
事に運営でき、皆様のご協力に感謝
を申し上げます。
前半を振り返りますと、私は周囲
の方々に恵まれました。幹事の松村
さんはロータリー歴約 30 年で会長も
務められ、また、青少年交換留学生に長年、直接、関
わっています。さらに、越智会員がガバナー補佐に選
ばれ、大変、心強く思います。ガバナーは、いわき勿
来ロータリークラブの渡辺会員であり、直接、皆さん
とお話する機会もあり、分区の長年の課題を話し合う
こともできました。特に交換留学生のいわきシステム
の見直し、分区のＩＭの見直しなど、分区に関する事
に重点が置かれた半年と受け止めています。
これから後半は、今年度のクラブの目標で、年度初
めに掲げた６つの項目を、一つ一つ、推進して参りた
いと思います。特に地区テーマ「未来の子供たちの輝
く笑顔のために」が一つの大きなテーマであり、社会
奉仕委員長からの積極的な提案がございますので、皆
さんのご協力を頂きたいと思います。今年度の後半も
よろしくお願い申し上げます。

いわき勿来ロータリークラブより会報と１月プログラ
ム予定表が届きました。
いわき桜ロータリークラブから会報、いわき平東ロー
タリークラブと、いわき鹿島ロータリークラブより１月
プログラム予定表が届きました。
１月のロータリー・交換レートは１ドル・102 円です。
来週は谷口楼で新年例会を開きますので、よろしくお
願い申し上げます。

会報・広報委員会

◆ ロータリー情報委員会（奈良宏一委員長）

・ホームページに掲載するニュースの積極的な投稿を
お願い申し上げます。会報・広報委員会が窓口とな
ります。

◆スマイルボックス委員会（関口武司委員長）

♥森雄治さん（新年おめでとうございます。みなさん
のご協力のおかげで無事前半が過ぎました。後半もよ
ろしくお願い致します）♥関口武司さん♥伊藤盛敏さ
ん♥新妻純男さん♥越智正典さん♥大久保健蔵さん♥
鈴木東雄さん♥坂本佳友さん（新年おめでとうござい
ます。今年も宜しくお願い致します）♥阿部弘行さん
（おめでとうございます）♥八幡恭朗さん（新年おめで
とうございます）♥松﨑倫久さん（新年あけましてお
めでとうございます。早退します）♥志賀弘昌さん（今
年もよろしく）♥吉田仁平さん（謹賀新年。森丸あと
半年がんばって）♥酒井睦雄さん（新年おめでとうご
ざいます。昨年は大変お世話になりました）♥飯野光
世さん（甲午（きのえうま）の新年を言寿ぎ益々の弥
栄をご祈念申し上げます）♥郡二三子さん（明けまし
ておめでとうございます。宜しくお願い致します）♥
松崎浩さん（新年おめでとうございます）♥山﨑慶一
さん（明けましておめでとうございます）♥松崎勉さ
ん（結婚祝ありがとうございました）♥片平正夫さん（結
婚祝有難うございます。22 年目になります）♥新田俊
彦さん（新年おめでとうございます。誕生祝ありがと
うございます）♥勝田博志さん（新年おめでとうござ
います。誕生祝ありがとうございます）♥黒須幸雄さ
ん（午年生まれです。エトのお祝いありがとうござい
ます）以上、23 件

★本日の例会案内 １月16日（木）PM６：30～
新年例会 谷口楼
★次回の例会案内 １月23日（木）PM12：30～
第５回クラブ協議会
お食事メニュー＝鰤カマ塩焼き ミニ刺身

三瓶和秀

安田信二

