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前回修正

★司会　宮本欣淳 副SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」「四つのテスト」 

 ソングリーダー 小枝義夫　会員

　

野口四郎　副幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ

今後の予定

委員会報告

◎ 12月 4日(木)「年次総会」　第2交流室にて
◎ 12月11日(木)「ロータリー米山奨学生卓話」
　　　　　　　　湯文明 さん　
◎ 12月18日(木)「クリスマス家族会」
　　　　　　　　場所　横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ　　　　　

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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      Light Up Rotary  
     ロータリーに輝きを

 2014-2015年度 RI会長
        黄 其光
    ゲイリー C.K. ホァン

副会長
河口武生

幹　事
伊藤秀司

会　長
増田敏雄

ＳＡＡ
安本好勝

内田秀彰　親睦活動委員 

増田敏雄　会長 

仲田 真輝　様
（2009-10年度 国際親善奨学生）

増田敏雄　会長 

増田敏雄　会長 

ゲ ス ト

特別ビジター

スピーカー紹介

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

なし　

●川崎高津南ＲＣ
    12/15（月）通常夜間を昼例会　点鐘12：30
    12/22（月）年末家族会　 　点鐘18：30
    12/29（月）休会（定款細則による）
●川崎百合丘ＲＣ
    12/16（火）ｸﾘｽﾏｽ年末家族会　点鐘18：00
    12/23（火）、12/30（火）ともに休会
    1 / 7 （火）夜間移動例会　点鐘18：00
●川崎とどろきＲＣ
    12/8  （月）年忘れ家族会　点鐘17：45
    12/29（月）、1 / 12（月）ともに休会
●川崎中ＲＣ
    12/9  （火）年忘れ家族会  点鐘17：30
    12/16（火） 移動例会
    12/23（火）、12/30（火） ともに休会
    1 / 6 （火）新春夜間例会  点鐘17：30
●川崎大師ＲＣ
    12/17 （水）年忘れ家族会  点鐘18：00
    12/24（水）、12/31（水） ともに休会
　  1/7  （水）→8（木）に変更 新春4ｸﾗﾌﾞ合同例会
　　　　　※1/7（水）ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾃﾞｸｽございます。

■山本栄次　国際奉仕委員長
　ロータリーの友記事紹介、投稿について
■河口武生　親睦活動副委員長
　クリスマス家族会の件
■宮本欣淳　ロータリー財団
　ロータリー年次寄付の件

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　
なし

伊藤恒満

望月幹仁、森野知良、西尾 猛

出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.12月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1$=112円
2.インターアクト年次大会のご案内
3.1/8(木)新春4クラブ合同例会のご案内

4.その他
①11/23(日)ﾏﾘｰﾝ旗争奪学童野球大会開会式
　轟会員、野口会員、山崎会員、山本会員
　森野会員、河口会員、増田会員が8名出席
　11/30(日)は閉会式です。13：30集合
②11/25(火)3RC祝賀会､親睦活動定例会ありました。
③12/4(木)年次総会には必ずご出席ください。
④碁盤を持ってきました。ｻﾛﾝ計画の一端として
　碁の道具一式寄贈します。
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新川崎ロータリークラブ

会長　比嘉　孝 様

ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換留学生

ホセ・ジャイール さん

　　

国際ロータリー 第2590地区

Ｒ財団委員会　地区補助金委員長

小山 宏明 様（川崎マリーンＲＣ）



ロータリー財団とは 
ロータリー財団は、アーチ C. クランフによって創設されました。
   1917年、アーチ C. クランフ国際ロータリー会長は、「世界でよいことをするた
　めに」基金の設置を提案しました。
  1928年、5,000米ドルにまで成長したこの基金は、「ロータリー財団」と名づけ
　られ、国際ロータリーから独立した別機関となりました。
  
ロータリー財団の使命 ：
　「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、
　 教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、
　 世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」
 ロータリー財団の標語 ：
　『世界で良いことをしよう。』
　（Doing good in the world）　

国際ロータリー(RI)とロータリー財団(TRF)の関係
国際ロータリー（ＲＩ）とロータリー財団（ＴＲＦ）は、全く別な組織です。
ロータリー財団は、１９８３年に米国イリノイ州法の法令の下に登記された非営利法人です。
ロータリー財団を構成する法人会員は国際ロータリーだけです。ロータリー財団の正式名称
は、「国際ロータリーのロータリー財団」です。ロータリー財団は、元ＲＩ会長を含むロー
タリー財団管理委員と事務総長によって運営されています。 

　
　　

　　

本日の卓話

　　　　　

  国際ロータリー 第2590地区
　　　　Ｒ財団委員会
　　　地区補助金委員長
   　　　　
　　　　小山 宏明 様

                                                                                                        
　　ロータリー財団の創設者
アーチ C. クランフ（1916年頃）
 （写真提供：Rotary Images）

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★交換留学生ジャイール君です。

　助成金の御協力有難うございました。

　今後共宜しくお願い致します。比嘉 孝 様(新川崎ＲＣ)）

◆島田会員
　小山さん、卓話楽しみにしています。
　仲田さん、いらっしゃいませ。お久しぶりです。
◆山本会員
　松中さん、武藤さんのアドバイスにて本日近く
　の病院にて肺炎球菌ワクチンの接種に行って参
　りました。自費7,500円でした。
◆鈴木会員
　比嘉会長、ホセ・ジャイール君、ようこそおい
　で下さいました。
　仲田君、元気そうで何よりです。マリーンの例
　会を楽しんでいってください。
　小山地区補助金委員長、いつも通りわかりやす
　いＤＧの話をよろしくお願い致します。
◆増田敏雄会員
  11/16、11/23学童野球閉会式、開会式にご参加
　の皆様、有難うございました。11/30マリーンロ
　ータリークラブ旗争奪学童野球大会閉会式があ
　ります。ご参加宜しくお願い致します。
◆河口会員
　小山地区補助金委員長様、本日は卓話宜しくお
　願い致します。
　仲田君、お久しぶりです。

◆山崎会員
　先日はとんかつ和富で親睦会をやっていただ
　き有難うございました。ちょっと狭くて申し
　訳ありませんでした。
　また、宜しくお願いします。
◆増田洋一会員
　新規事業(データエントリー)の立上げで東奔西
　走しています。
◆小山会員(RID2590 R財団 地区補助金委員長)
　本日は｢地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用｣
　のお話をさせていただきますので、宜しくお
　願い致します。
◆轟会員
1.仲田君、お久しぶりです。
　スリムになりましたね。
2.過日の少年野球大会参加の皆様、御苦労様で
　した。
3.新川崎ＲＣ比嘉会長、ジャイール君ようこそ
　楽しんで下さい。
◆秦会員
　小山補助金委員長、今日の卓話宜しくお願い
　します。
　仲田君、お久しぶり。
　ゆっくりして行ってください。
◆武藤会員
　小山委員長、卓話宜しく･･･

クラブ会報担当：山崎美津夫 委員長

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 43,000　円

本日のニコニコ　　  35,000　円

　　　累計金額  　 489,000　円

『 地区補助金のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用について 』

Ｔ.Ｒ.Ｆ(The Rotary Foundation)　　 ロータリー財団
Ｆ.Ｖ.Ｐ(Future Vision Plan)　　　 　  未来の夢計画
Ｄ.Ｄ.Ｆ(District Designated Fund)  地区財団活動資金
Ｗ.Ｆ(World Fund)　　　　　　　　　　  国際財団活動資金 

本日はＲ財団地区補助金委員会、小山宏明委員長による「地区補助金のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用について」の卓
話でした。ロータリー財団の起源、ＲＩとの関係など、大変わかりやすくお話いただきました。また、第 2590地
区による地区補助金のプロジェクト事例などとても参考になりました。補助金の有効活用により地域社会へ貢献
できるプロジェクトを今後も取り組んでいければと思いました。本日は有意義なお話を有難うございました。

Ｄ.Ｇ(District Simplified Grant)　 　 　　 地区補助金
Ｇ.Ｇ(Global Grants)　　　　　　　 　　　　 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金
Ｍ.Ｏ.Ｕ(Memorandum Of Understanding)  覚書
Ｖ.Ｔ.Ｔ(Vocational Training Team) 　 　 職業研修チーム


