
★司会　鈴木慎二郎 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「我の生業」「四つのテスト」

ソングリーダー  伊藤秀司 会員

飯坂俊弘

小山宏明　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

第14回ロータリー
　　　　　全国囲碁大会
　　　 初級クラス
　　　 ４位　入賞
　おめでとうございます 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

ありません

【特別ビジター】

　国際ロータリー 第2590地区

　第１グループ　ガバナー補佐

　小林 和雄 様（川崎南ＲＣ）

【スピーカー紹介】

　国際ロータリー 第2590地区

　グローバル補助金委員長

　轟　 淳次 様（川崎ﾏﾘｰﾝＲＣ）

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.10/3(土)第14回ロータリー全国囲碁大会に参加し
 た安本会員が参加し初級クラス４位入賞いたしま
 した。5/30にRI国際囲碁大会（日韓台米）も参加
 していただける予定です。皆さん応援しましょう。

1.例会変更のお知らせ
2.11/5(木)自殺防止ｾﾐﾅｰ開催｣のご案内
3.11/30(月)３ＲＣ合同夜間例会のご案内
4.その他
①10/10(土)　水辺の楽校ハゼ釣り教室
 ※13：00～15：00
②次週、国際基督教大学訪問にご参加の方は、
 FAXにてお送りした通り、集合9：30厳守でお願い
 します。

今後の予定
◎ 10月15日(木) 「ＩＣＵ国際基督教大学キャンパス見学」
　　 集　合 ：   9：30　川崎日航ホテル　
　　解　散 ： 14：30   川崎到着予定

◎ 10月22日(木) 「鎌倉散策　夜間移動例会」
　　 集　合 ：   8：50　サンピアンかわさき駐車場
 　　点　鐘 ： 17：30   アマンダンブルー 

◎ 10月29日(木) 休会（定款細則により）

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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●川崎とどろきＲＣ
　10/19（月） 夜間移動例会
　　　　　　 　 日本料理まつお　点鐘18：00

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告

2.Ｒ青少年交換学生募集について期限となりました
 ので締切りとします。
3.11/10(火)ロータリアン親睦テニスのご案内
 ※参加希望者は事務局まで
4.11/5（木）15～17時クラブ雑誌委員長会議
 （山本委員長）
5.その他
①10/3(土)米山学友会に島田会員、三野会員、
 西尾会員に参加していただきました。
②10/3(土)YEｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝに河口会長(ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ)、
 ｴﾘｱｽくん が参加しました。
③YEｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ後、ROTEXの例会にも参加して
 まいりました。

委員会報告
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◆山本会員
　 轟さん、本日の卓話楽しみにしております。
 小山さん、10月15日宜しくお願い致します。
◆増田敏雄会員
　 轟さん、本日の卓話楽しみにしています。
 勉強させていただきます。
◆小枝会員
 　 轟さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆伊藤秀司会員
 轟地区グローバル補助金委員長、本日の卓話宜し く
 お願 いします。
◆中條会員
 　 本日の卓話、勉強になると思います。
 楽しみにしております。
◆増田洋一会員
　  仮想通貨事業に関わっています。
◆河口会員
　  第１グループガバナー補佐 小林和雄様、本日はよう こそ
 いらっしゃいました。
 第2590地区 Ｒ財団委員会 補助金委員会 グローバル補
 助金委員長轟　淳次様、本日は卓話宜しくお願い致しま
 す。
◆安本会員
1.福嶋先輩ランチご馳走様でした。
 また、お願いします。
2.10/3（土）全国ロータリー囲碁大会に参加してきました。

本日はグローバル補助金について、轟淳次委員長に卓話をしていただきました。
１．ロータリー財団の補助金
　　まず年次寄付金は、半分が国際財団活動資金（ＷＦ）となり、残りの半分が地
 区財団活動資金（ＤＤＦ）となります。
 そして地区財団活動資金（ＤＤＦ）の半分が地区補助金となり、残りの半分がグ
 ローバル 補助金となります。
 さらにグローバル補助金は、国際財団活動資金（ＷＦ）の方からも支出されます
 ので、 合計として年次寄付金（＄400.000）の半分（＄200.000）が活動資金とい
 うことになります。
２．ロータリー財団の補助金受給資格
 毎年11月～12月に行われるＲ財団補助金セミナーに、最低１名受講する必要が
 ある。 受講者の優先順位は、会長エレクト、会長ノミニー、クラブＲ財団委員長で
 す。 そして、補助金受給に伴う覚書（ＭＯＵ）に署名することが必要です。
 このＭＯＵは重要で相手側がＭＯＵを取得していないと、プログラムは前に進み
 ません。
３．グローバル補助金の申請
 申請についてはオンラインで行い、重点分野の目標を支えるプロジェクトであり、
 ま た持続可能な影響を与えるプロジェクトであることが必要です。
 異なる国にある二つの提唱者が関与し、予算総額は最低＄30,000です。
 それからクラブに参加資格が有ることを地区が確認します。
４．ロータリーの6つの重点分野
　１）平和と紛争予防・紛争解決 ２）疾病予防と治療
　３）水と衛生設備 ４）母子の健康
　５）基本的教育と識字率の向上 ６）経済と地域社会の発展
５．持続可能なプロジェクト6つのステップ
　１）地域社会のニーズと強みを調査する ２）現地で物資を調達する
　３）現地の資金源を確保する　 ４）研修、教育、呼びかけを行う
　５）恩恵を受ける人々にも関与してもらう ６）モニタリングと評価を欠かさない

　最後にグローバル補助金の地区での活動例として、スリランカで行われているプログラムについてお話いただき
ました。現在、紛争により崩壊したインフラの整備を進めているスリランカですが、まだまだ復興には程遠い状態だ
そうです。このプログラムでは、スリランカの学校や病院にトイレを作る活動だそうです。
　私達一人一人の力は小さい力ですが、ロータリーの仕組みを知りそれを活用してこの様な世界のどこかで、人々
の役に立つ、大きな活動を行うことが出来るのだと知り、改めて感激致しました。
本日は轟委員長に大変貴重なお話をしていただきましてありがとうございました。

◆野口会員
 小林ガバナー補佐、本日はようこそ。
　 轟地区グローバル委員長、本日の卓話宜しくお願い致
 します。
◆茶谷会員
　 望月さん、ホールインワンおめでとうございます。
◆轟会員
1. 小林ＡＧ、本日のご訪問有難うございます。
2. 本日の卓話宜しくお願い致します。
◆小山会員
1. ＲＩＤ2590 地区Ｒ財団委員会 補助金委員会 GＧ委員長
　 轟様、本日は2時間以上もかかる卓話を30分間にまとめ
 られて、本当にご苦労様です。
 解り易く勉強させて下さいませ。
2. 3人目の孫が先日誕生しました。3,300gの男の子でした。
◆鈴木会員
 RID2590第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ小林和雄様、ようこ
 そおいで下さいました。ご指導宜しくお願いします。
 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金委員会 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員長
 轟 淳次様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆秦会員
 轟補助金委員長の卓話難しいけれどじっくり聞かせても
 らいます。
◆島田会員
 轟さん、卓話たのしみにしています。
  小山さん、増田さん、昨日はお世話になりました。
◆武藤会員
　 轟委員長、本日の卓話わかりやすくお願い致しま す。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★本日は定期訪問に伺いました。轟先輩の卓話拝聴致します。
　 宜しくお願い致します。
　（小林 和雄 様 　国際ロータリー　第2590地区
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　第１グループ ガバナー補佐）

国際ロータリー 第2590地区
グローバル補助金委員長

　 　 轟　 淳 次 　様

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 53,000　円

本日のニコニコ　　　24,000　円

　　　累計金額  　 420,000　円

本日の卓話

　

『 ロータリー財団　グローバル補助金』

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長


