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■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F
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■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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ロータリー財団委員会



阿

部

委員長

弘

行

会員

ロータリー財団の活動は第 1 には
寄付金を集めること。第２は集めた
基金をクラブの活動に役立てること
です。
寄付金の種類としては、年次基金と恒久基金に分か
れます。年次基金は世界中でロータリー財団の活動に
使われる基金として皆さんに寄付をいただいています。
これは、承認されれば各クラブへの補助金として支給
されます。恒久基金は、寄付されたお金を直接ロータ
リーの活動に使うのではなく、基金として運用して、
その運用益だけが活動に使用されます。
当クラブが所属する国際ロータリー第 2530 地区では、
会員一人当たり年間 150 ドルを年次基金へ寄付するこ
とを目標としています。当クラブでは、年当初に会費
を徴収するときに年次基金への寄付として一人１万円、
同じように米山奨学会への寄付金として 5000 円を一緒
に徴収しています。財団への寄付はドルで換算されま
す。今日のロータリーレートは１ドル 104 円なので１万
円は 100 ドルに 400 円足りません。皆さんに回してい
るテレフォンボックスはこの差額を調整するために使
われていると、かつて先輩に教わりました。ただし、今
はテレフォンボックスで集めたお金は、一人当たり 30
ドルが目標のポリオプラスへの寄付に使われています。
それから、財団の認証というものがあり、これには
個人の認証とクラブの認証があります。個人の認証と
しては、会費と一緒に集められる１万円と各例会時に
寄付していただいたお金が、累計で 1000 ドルになると
ポール・ハリス・フェロー（PHF）がもらえます。以
後 1000 ドルごとにマルチプル PHF レベル１からレベ
ル８まであります。そして累計 10000 ドル、約 100 万
円を超えるとメジャードナーとして表彰されます。恒
久基金の寄付では 1000 ドルを寄付するとベネファク
ターという認証がもらえます。現会員では山﨑さんが
２回、飯野さん、江尻さん、山野辺さんの４名がベネファ

2020～2021年度
国際ロータリーのテーマ

クターとなっています。マルチプル PHF では、レベル
４の勝田さんが一番高いレベルで、レベル３には越智
さん、黒須さん、山﨑さん、山野辺さんが認証されて
います。
クラブの年次基金の推移としては、年次基金とポリ
オ基金の合計ですが、過去５年間の中では、2018 － 19
年度の関口会長の時に 101 万４千円（9218 ドル）の寄
付をしたのが最高額で、その時の財団委員長は今年度
副委員長を務めている越智さんでした。
例年は、上半期下半期それぞれ 15 万円くらいの寄付
をいただいています。今年度は７月から今日までで 13
万を超える金額を寄付していただいています。上半期
の残り２か月で 15 万円を超えていきたいと思います。
毎週お待ちしていますのでご寄付をお願いします。
寄付の方法としては、このほかにロータリーカード
の利用があります。ロータリーカードを作って使用す
ると、個人の場合は利用額の 0.3％、法人の場合は 0.5％
が自動的にロータリー財団に寄付されます。
クラブの認証では、当クラブは毎年 100％ロータリー
財団寄付クラブを受けています。当該年度に平均 100
ドルすべての会員が 25 ドル以上の寄付をしたクラブに
与えられる認証で、当クラブは会費と一緒に１万円の
寄付を集めているので条件をクリアして毎年受賞して
います。
ここまでは、寄付金を集める話でしたが、最後に寄
付金を使う方の話をします。当クラブでは、2012 － 13
年度山野辺会長の時に補助金を使って高専生にパソコ
ンを贈呈しました。2017 － 18 年の大久保年度では新舞
子防風林の再生活動、2018 － 19 年の関口年度には明星
大学吹奏楽部支援に補助金を利用しています。
地区補助金を使うに当たっては、前年度の 11 月に地
区補助金管理セミナーへ出席して、１月末までにクラ
ブと地区の覚書（MOU）を提出し、３月末までに所定
の申請書で提出する必要があります。実際に使えるの
は新年度の７月１日から５月末日までなので、かなり
早い段階で計画をしなければなりません。プロジェク
トは補助金が 50％、残りの 50％をクラブで支出しなけ
ればならないので、クラブの負担も考えた計画を立て
る必要があります。

「ロータリーは機会の扉を開く」
Rotary Opens Opportunities

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：志賀康朗幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・ロータリー
の目的（有賀行秀会員）
・四つのテスト（松﨑倫久会員）〕

有賀行秀会員

⃝ 1 1 月のロータリーレートは 1 ドル 104 円です

◆出席委員会（河口利夫副委員長）

松﨑倫久会員

例会日
11 月５日

★ 結婚祝

基本会員数 出席者
51 名

メーキャップ数

28 名

―

◆ロータリー財団委員会（阿部弘行委員長）
八幡恭朗さん、黒須幸雄さん、松崎浩さん、三瓶和
秀さん、有賀行秀さん、佐々木貢一さん、阿部弘行さん。
以上７件


八幡 恭朗さん
（11月６日）

関口 武司さん
（11月８日）

◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）

志賀 康朗さん

八幡恭朗さん、黒須幸雄さん、松崎浩さん、三瓶和
秀さん、有賀行秀さん、佐々木貢一さん、阿部弘行さん、
以上９件
渡邊有さん、大久保健蔵さん。

（11月10日）

★ 誕生祝

佐々木貢一さん
（11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
先日、秋の叙勲が発表されて、元いわ
き平ロータリークラブの会員である、奈
良宏一さんが、瑞宝中綬章を受けられま
した。おめでたい話題で、懐かしいお名
前を聞いてうれしくなりました。奈良さ
んは、元福島工業高等専門学校校長で、
校長に就任した 2007 年の５月から退任する 2014 年の
３月までいわき平ロータリーに在籍していただきまし
た。残念ながら、奈良さん以降の高専の校長先生には
ロータリーにご入会いただけていないわけですが、も
しかしたらまた入会してくれる校長先生が赴任するか
もしれないと期待しています。
先日の分区の会長幹事会で、地区の増強委員長の比
佐さんがサクジ作戦の話をされたことをご報告しまし
たが、いわき分区より、会員候補者の数を報告してほ
しいとの連絡が来ました。いわき平ロータリーとして
も候補者の人数を提出しなければならないので、こう
いう人がいるという情報だけでも結構ですので候補者
のリストアップに協力をお願いします。

会報・広報委員会
会報・広報委員会

♥八幡恭朗さん（結婚祝ありがとうございます。阿部
委員長卓話よろしくお願いします）♥志賀康朗さん（結
婚祝ありがとうございます。阿部さん卓話よろしくお
願いします）♥松﨑倫久さん（何となく）♥野沢達也
さん（長男が入籍しました）♥黒須幸雄さん（渡邊さ
ん先日は面白い卓話をありがとうございました。磐高
ラグビー残念でした）♥鈴木弘康さん（阿部さん卓話
楽しみにしています）♥三瓶和秀さん（阿部さん卓話
楽しみにしています）♥大久保健蔵さん（阿部さん卓
話よろしくお願いします）♥中村将之さん（本日の卓
話宜しくお願いします）♥小野寺順正さん（阿部さん
卓話よろしくお願い致します）♥松崎浩さん（阿部さ
ん卓話よろしくお願いします）♥有賀行秀さん（阿部
さん卓話よろしくお願いします。ガバナー月信に寄稿
しました）♥阿部弘行さん（久しぶりの卓話です）♥
関口武司さん（阿部委員長、卓話宜しくお願いします。
結婚祝ありがとうございました）♥佐々木貢一さん（誕
以上15件
生祝ありがとうございます）

★本日の例会案内 11月12日（木）12：30 ～
第３回クラブ協議会
お食事メニュー＝天重
★次回の例会案内 11月19日（木）12：30 ～
外部卓話 フリーパーソナリティ ベティ様
お食事メニュー＝海老マカロニグラタン
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八幡恭朗
加賀広美

