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第 3 木曜日
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副会長◆村松 邦彦
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18:00

宝子山 泰久

例会場：「カンティーナ」

幹

逗子市新宿 1-3-15

事◆松田 壽之

小西 一知会員
「イニシエーションスピーチ」

―次回のお知らせ―

11 月 17 日（木）

ＳＡＡ◆矢部 光治

TEL：046-870-6440

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

本日の進行 (12：30)

長◆菊池 尚

第 1･2･4 木曜日 12:30

会

事務所：逗子市桜山 6-3-29

計◆市川

浩

（18:00～24:00 オープン）

直前会長◆桐田 吉彦

TEL＆FAX：046-873-0226

会報委員長◇宝子山 泰久

─ 2639 回 例会記録

100％出席例会 於：哉吉

2016 年 10 月 27 日 ─

菊池会長の時間

今週のイベント案内ですが、国史跡名越切通しのまんだら堂やぐら

みなさん、こんにちは。京都紫野クラブ吉田会長

群が、12/12 まで、毎週土日と祝日が期間限定公開されています。散

をはじめとする 13 名の皆さま、ようこそおいで

歩を兼ねて、お出かけになってはいかがでしょうか。もう一つは、現

くださいました。遠いところを葉山までおいでい

在開催中の逗子アートフェスティバルにおいて、11/3,5,6 の三日間

ただき、大変ありがとうございます。本日例会は、

限定のレンタサイクルイベントが開催されます。本日はレンタサイク

会場を移動し、葉山の海狼さんで開催させていた

ルマップをご用意しましたので、ご覧いただき、レンタサイクルで、

だいております。本来でしたら、初冠雪をいだい

アートフェスティバルめぐりを楽しんでいただけたらと思います。

た富士山も望める景色を期待しておりましたが、残念ながら雲の向こ

さて本日の卓話は 11 月の財団月間に先立ち、地区財団資金管理委

うに霞んでおりますので、葉山の海、江の島の風景、そして、中華料

員長の三宅譲会員に、ロータリー財団についての演題でお願いしてお

理もお楽しみいただければ幸いです。また、昨日のゴルフからおいで

ります。今年度当クラブでは、８月の池子の森教育プログラムでも地

いただいた方々には、二日間に渡り、お疲れのところをお付き合いい

区補助金を活用させていただきました。しかし、現在、財団、米山を

ただき、誠にありがとうございます。

合わせ、寄付金が思うように集まらないクラブの現実もあります。更

来る、11/7 には、逗子クラブからも京都に表敬訪問させていただ
き、逗子の創立 55 周年記念式典の PR にお伺いさせていただく予定

なる財団の活用と奉仕のためにも、本日の卓話で知識を深め毎月１０
＄程度の寄付ご協力いただけたら幸いです。どうぞ宜しくお願いします。

です。もしご都合の付くメンバーがいらっしゃいましたら、松田幹事
までお声かけ下さい。なるべく大勢のメンバーでお伺いしたいと思っ
ております。京都では、一部、紅葉も始まっているようですので、楽
しみにしております。

報

告

松田幹事 11 月ロータリーレート：$１＝102 円
お知らせ：・京都紫野 RC よりお土産頂き。

ところで、先週の例会では、佐野ガバナーの公式訪問にあたり、大

・11/17 100%出席例会 18:00～ 36 分間以上の滞在で出席成立。

勢のメンバーにご出席いただきました。例会後の懇談会でも、活発か

委員会報告

つ楽しく懇談ができ、佐野ガバナーにも大変お悦びいただけたようで

山科 55 周年実行委員長…2017 年 4 月 22 日横浜ニューグランドホテル

す。ご協力ありがとうございました。

にて記念式典を行う。要望あれば何なりと、素晴らしい周年事業にしたい。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥８９,０００

累計 ￥７３４,０００

菊池君、松田君、宝子山君、村松君、桐ケ谷君、市川君、鈴木（久）君、船津君、鈴木（安）君、福嶋君、橘（武）君、安藤君、山科君、松井君、
矢部（房）君、臼井君、三宅君、藤吉君、草柳君、山本（由）君、大野君、森澤君、中根君…京都紫野の皆様ようこそお出で下さいました。
村田君…京都の皆さん！大歓迎です。
矢部（光）君…京都紫野 RC 吉田光一会長はじめ皆様ようこそ逗子へおいでやす！三宅会員「財団について」のスピーチよろしく！
桐田君…昨日コンペ飛ばし屋キリタですが、小林タケちゃんに負けてしまいました。
清水さん…京都紫野の皆様ようこそ。40 周年にはお世話になりました。
山本さん…京都の皆様葉山へようこそ。空の上から父が喜んでます。
横山君…三宅会員お誕生日おめでとうございます。
小西君…京都の皆様ようこそ逗子へ。楽しんでいかれて下さい。

京都紫野ロータリークラブの皆様からも頂きました
【出席報告】会員数 5２名（出席免除 5 名）
出席者 ３１名 ６２.００％

卓話

三宅 譲

ロータリー財団 「

会員

」
がア ン か簡素化
わかりやすく
地区のロータリ
ら の 寄 付 しる（前回は
7 クラブ）
。

地区 R 財団資金管理委員長
◆ 2780

改革された

（年次寄付と恒久基金）は 3 年後、シェアシ

【各クラブの事業の特徴

ステムにより 50％が地区財団活動費として

海老名 RC：アムダの事業に関連する保健設備支援事業

配分される。

大和中 RC：オレオレ詐欺防止「ロータリー寄席」で注意喚起

①地区補助金(25％)－クラブ

の中で使われる

②グローバル補助金

(25％)―実施国・援助国で使われる

三浦 RC：障害者向け芋掘り収穫

小中学校生 200 名を招待

葉山 RC：乳がん早期発見・早期治療への啓蒙プロジェクト

◆地区補助金プログラムの新しい取り組み

835.482 円と一番多い。

［２つの必須条件と実施年度に合わせた申請期限］

寒川 RC：会話ができる介護ロボットによる高齢者支援プロジ

「ロータリー財団の使命に関連したプロジェクト」＋「ロータ
リアンが積極的に参加するプロジェクト」

例】

この２つの条件を

満たしていればクラブの継続事業であっても地区補助金の申請
を（３年に１回）することが可能。

ェクト

発想が面白い。

等々。

・補助金はドルベースで行うので、3 年前の寄付金の 25％は、
金額が決まらないのが難しいところだ。
・逗子クラブは、寄付金が少ない。2780 地区で 50 番以下と

申請締め切り日は３月３１日。クラブの次年度組織の活動に合

思う。補助金をいただく以上、見合う程度の寄付をお願いし

わせた補助金プロジェクトを企画することが可能。

たい。

※第２７８０地区ロータリー財団委員会では、地区補助金の対
象となる活動と対象にならない活動について具体的な例を定
めている。

・当クラブの今年の補助金をいただいた事業「地球の道から池
子の森へ」は、予算内に収まった。
補助金はいろいろな使い道がある。次年度以降も考えていって、

◆地区補助金は 2015 年から使い勝手が良くなった。

クラブの活動の幅を広げていったら良いと思う。

わかりやすくなり資格等も改め、資金管理を簡素化し、親しみ

※クラブ負担：プロジェクトに関わる費用の 20％以上をクラ

やすく改革された。50 万円以下の場合は、通帳と領収書を提

ブが負担し、80％以下が

出すれば良いので経理上やり易くなった。

補助金の対象になる。

2016～17 年度は 20 クラブが補助金を受け取ってい

三宅会員： 私は、愛媛
県今治市の出身。大学が
東京、縁あって 25 歳か

京都紫野 RC の皆様 13 名を迎えて 海狼で 例会・懇談

ら逗子に住んで幸せな
日々を送っています。今
日は、

吉田光一会長ご挨拶
会長になって 4 か月が過ぎた。ポリオ撲滅のチャリティーゴルフコンペ
（178 名参加）を開催、しんどい思いをしたが無事終了、後は逗子クラブ
の 55 周年記念行事への参加を楽しみにするばかり。今日は、伴戸幹事の
計らいで藤沢から江ノ電に乗って湘南の海を見てきた。横浜出身なので懐
かしく思った。昨日はゴルフに 5 名、本日は 8 名と 13 名の例会参加とな
り、海狼に例会場を変更して頂き、お気遣いに感謝。去る 6 月 3 日・4 日
の 40 周年には大勢が参加下さり、ありがとう。11 月 7 日には京都にお
いでになるとの事、是非、京都の秋を楽しんでいただきたい。

６０歳の誕生日。
ここからは菊池会長からの

サプライズ！奥

様
も
駆
け
つ
け
て

Happy Birthday！

10 月 27 日(木)の例会に京都紫野 RC 吉田光一会
長・伴戸幹事・川中友好委員長はじめ合計 13 名が
表敬訪問された。両クラブの周年事業の事、又各自
の紹介などを発表し合い、前日のゴルフコンペも含
め、少ない時間の中で、深い友好関係を築く事が出
来た、楽しい例会となった。

担当：清水惠子

