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ロータリー財団委員会担当卓話 SPEECH
ロータリー財団の補助金について
第 2530 地区ロータリー財団委員会
委員長

橋

本

芳

家

氏

（いわき常磐ＲＣ）

財団委員長は、年度の初めにＲＩ
に登録するのですが、ガバナーの任
期は１年に対して財団委員長は任期
３年となっています。私は酒井善盛ガバナーの年度
に就任して、今年度、さらに次年度も委員長を務め
ることになります。
これも、地区補助金は使える金額が決まっていて、
皆さんが寄付した額の２分の１を３年間、ＲＩ財団で
運用して、その益金と原資の２分の１を地区へ戻すと
いう「未来の夢計画」を進めているからです。1917年
にロータリー財団ができて100年を迎えることから前後
10年間、この計画を続けることにしています。
寄付した金額の50％は、この形で戻って来ますの
で、それを活用します。第2530地区の寄付は年間23
～ 24万ドルです。その２分の1の12 ～ 13万ドルが使
える金として戻って来ます。そのうちの半分を年次
基金として使い、あとの半分、つまり４分の１はグ
ローバル補助金として使うことになります。
各クラブの事業に対する補助金は、年次基金か
ら支給されます。大体、６～７万ドルになります。
2017年度の補助金の額は既に決まっていて６万９千
ドル、今年度も約７万ドルで、例年７月末か８月ご
ろに振り込まれます。実は、これがドルベースで振
り込まれるので、その時期の円・ドルのレートは重
要になるのです。
今年度は当初、設定したレートによる差益と予定
していた財団奨学生の辞退などで約170万円の余剰金
ができました。報告書を提出する関係で、来年５月
までの活動の補助金として利用が可能になっていま
す。66クラブのうち、申請していないのは34クラブ
あります。いわき平ＲＣもそうだと思います。ぜひ、
補助金を活用してください。現在、１クラブ10万円

2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

程度で補助金を出す考えで12月19日まで申請するよ
う通知を出しています。
11月27日には財団の補助金研修があります。各Ｒ
Ｃから最低１人は出席していただきたい。ＲＩの規
定で研修を受けないと補助金を使えないことになっ
ています。その条件で来年７月以降の補助金を使え
るようになります。来年度の補助金申請は来年３月
までに補助金の使い方を書いて提出してもらいます。
それを私の方で６月までにＲＩへ申請します。ただ、
前年度の報告書も提出しなければならないので、５
月までには事業を終えて、忘れずに報告書も出して
ほしいのです。
地区補助金の使用について、ＲＩでは規定がある
ようですが、私の方では、なるべく使いやすいよう
に決めています。例えばＲＩでは周年事業などに使
えないとしていますが、ロータリアンのためでなく
公に役立つ時計の寄贈などに使うことは認めていま
す。また、継続はだめと言われますが、海外へ本を
贈るなど必要性のあるものは大丈夫と考えます。
27日の研修会で申しますが、来年度からの補助金
申請はドルベースで行うようお願いします。地区の
規定で補助金の最高額は50万円としています。クラ
ブの活動で補助金以外の持ち出しは50％程度となっ
ていますが、特にＲＩで規定されていません。クラ
ブの事情によって柔軟に対応するつもりです。
事務局に、お願いがあるのですが、個人のＩＤ番
号を会員本人にプリントするなどして教えてあげて
ください。ＩＤ番号が分からないとマイロータリー
に登録できません。１度、登録すれば、財団にどの
くらいのお金があるのかなど情報を知ることができ
ます。ロータリーカードの利用もお願いしたいと思
います。カード会社から使用額の0.5％が財団に入る
ことになっています。
最後にグローバル補助金について説明します。地
区の財団委員会で預かって、ポリオプラスなど国際
的な活動に使っています。さらに、グローバル・マッ
チング・ブランドと言って海外のＲＣを巻き込んで
補助金を使うこともできます。開発途上国に対する
水や衛生上の改善策などの活動に利用されることが
多いようです。

「人類に奉仕するロータリー」
Rotary Serving Humanity

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
委 員 会 報 告

司会：鈴木弘康幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）
・ロー
タリーの目的（八幡恭朗会員）
・四つのテスト（菊田政
寛会員）
〕
八幡恭朗会員

菊田政寛会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝第 2530 地区ロータリー財団委員会委員長
橋本芳家様
★ 結婚祝

◆ 出席委員会（池田直彦副委員長）
例会日
11 月 10 日


基本会員数 出席者
52 名

29 名

メーキャップ数
―

※本日、７月から９月の皆勤賞を贈らせてもらいました。

◆ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）

三瓶和秀さん、青木喜久男さん、松崎浩さん、黒須
幸雄さん、浅倉哲也さん、大久保健蔵さん。 以上６件

◆米山記念奨学会委員会（松崎浩委員長）

三瓶和秀さん、大久保健蔵さん、鈴木弘康さん、黒
須幸雄さん、青木喜久男さん、松崎浩さん、浅倉哲也
以上７件
さん。

◆雑誌委員会（山﨑慶一委員長）

八幡 恭朗さん
（11月６日）

関口 武司さん
（11月８日）

浅倉 哲也さん
（11月15日）

◆会長挨拶ならびに報告
挨拶の前に、ガバナー補佐の遠藤希
和子さんからインターシティミーティ
ング（ＩＭ）の礼状が届きました。ご
披露いたします。
さて３週間ぶりの例会となりまし
た。その間にＩＭ、海岸林再生活動が行
われ、
多くの方々に参加いただきました。
ありがとうござ
います。海岸林再生では会員の他に常陽銀行、水戸証券、
いわき明星大の皆さんにも協力していただきました。
きょうはアメリカ大統領選に触れないわけにはいか
ないと思います。大方の予想に反してトランプ氏が勝
利し、１月にはトランプ大統領が誕生します。暴言や
強硬な政策がどう変わっていくのか、日本との関係は
もちろん、中国やロシアとの兼ね合いはどうなるか、
気になるところです。ただ、私個人としてはフィリピ
ンのドゥテルテ大統領と、どんな暴言合戦になるのか
な、と一番興味があるところです。

◆幹 事 報 告
⃝いわき勿来ＲＣより会報が届きました。
⃝いわき福音協会より会報が届きました。
⃝いわき市国際交流協会より
「ワールドアイ」が届きました。
⃝い わき平中央、いわき桜、いわき平東、いわき勿来
各ＲＣより 11 月プログラム予定表が届きました。

◆地区年次大会表彰伝達

〇マルチプル・ポールハリスフェロー
（第２回）

松﨑 勉さん

〇ロータリーの友11月号「見どころ読みどころ」
横組 ロ ータリー財団月間にちなむ多彩な記事があり
ます。一読ください。
縦組 13ページ友愛の広場「ホーム例会1000回皆勤達
成に寄せて」

◆スマイルボックス委員会（小野寺順正委員長）
♥三瓶和秀さん（橋本委員長卓話よろしくお願いしま
す）♥関口武司さん（結婚祝ありがとうございます）
♥山野辺倉平さん（10 月 29 日、海岸林再生活動に多数
の参加を頂き有難うございました。次回５月の予定も宜
しくお願いします）♥山﨑慶一さん（休会が続きしばら
くぶりです）♥浅倉哲也さん（結婚祝ありがとうござい
ます）♥八幡恭朗さん（橋本様、卓話宜しくお願いしま
す。結婚祝ありがとうございます）♥児玉武彦さん（結
婚祝ありがとうございました。しばらく欠席して申し訳
ありませんでした）♥新妻純男さん（三ヶ月皆出席賞あ
りがとうございます）♥新田俊彦さん（３ヶ月皆勤賞あ
りがとうございました）♥大久保健蔵さん（３ヶ月皆勤
賞ありがとうございます。先日の四倉に欠席し大変申し
訳ありません）
♥阿部弘行さん
（すいません。早退します）
♥鈴木東雄さん（橋本さん卓話よろしく）♥青木喜久男
さん（橋本様卓話よろしくお願いいたします。また、皆
勤賞ありがとうございます）♥黒須幸雄さん（橋本さん
卓話楽しみです）♥森雄治さん（橋本委員長、卓話あり
がとうございます）♥安武誠司さん（橋本委員長卓話よ
ろしくお願いします）♥伊藤盛敏さん（三ヶ月皆出席あ
りがとうございます。橋本財団委員長を歓迎致します。
）
♥鈴木弘康さん（橋本様卓話宜しく御願い致します。皆
勤賞ありがとうございます）♥松﨑勉さん（橋本委員長
卓話よろしくお願い致します）♥菊田政寛さん（遅くな
りましたが誕生祝ありがとうございました）
 以上 20 件
★本日の例会案内 11月17日（木）12：30 ～
新入会員卓話 安武誠司会員
お食事メニュー＝天婦羅そば、刺身三種
★次回の例会案内 11月24日（木）12：30 ～
外部卓話 常磐炭田史研究会会長 野木和夫様
お食事メニュー＝牛フィレステーキ 温野菜添え

浅倉哲也
関口武司
高橋康二
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

