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本日の進行（18:00）
年次総会 ・ 役員・ｸﾗﾌﾞ

由夫

2018 年 11 月 29 日―
幹事報告

山本会長の時間
今日の例会は、国際奉仕フォーラムです。

清水幹事

財団補助金による事業について、服部国際

開催案内：12 月 8 日（土）13 時～

奉仕委員長、よろしくお願いいたします。
委員長が先日キルギスへ行かれ、グロー

12 月ロータリーレート：＄１=112 円
第 7 回インターアクト・ローターアクト委員会
於：アイクロス湘南 6 階

バル補助金を使って何かをするという話に

その他：京都紫野 RC より礼状をメールにて受領

なりました。そこで、キルギスロータリー

委員会報告

福嶋ロータリー財団副委員長：米山、ロータ

クラブについての説明などのお話をうかがい、何をするか等、

リー財団寄付を宜しくお願い致します。会長だ

皆様で話し合いたいと思います。

った方はどうぞ宜しくお願いします。

また、私事ですが、12 年前

ロータリーに入会した年に、

大野インターアクト委員長：11 月 23 日（金・祝）にイ

当時姉妹クラブだった韓国の新天安クラブへ行きました。何も

ンターアクト年次大会に鈴木弘毅インターア

わからない時期でしたが、鈴木久彌会員・安藤脩二会員と私の

クト副委員長と一緒に行って参りました。会場

3 名での訪問でした。その後 12 年の間に、新天安へは辺さん

は平塚学園高等学校でした。逗子開成のインタ

の墓参りを含め 4～5 回行ったと思います。あちらの言葉の壁

ーアクトは現在人数も少ない為、残念ながら欠

と、会員の年代が若返ったことにより新天安クラブとの姉妹ク

席でした。学生たちの発表内容は、企画も活動

ラブ関係を解消いたしました。その後、国際的な姉妹クラブも

も大変素晴らしく、是非、来年は皆さんにも参

見つからず現在に至っております。

加頂き、見て頂きたい内容だと思いました。

今回の国際奉仕フォーラムで、どのような意見が出るか楽し
みです。
それでは服部委員長、よろしくお願いいたします。

ロータリー国際大会
ハンブルグ（ドイツ）
2019 年 6 月 1 日～5 日

表彰
ポールハリスフェロー+6

ポールハリスフェロー+１

登録料
395 ドル（2018 年 12 月 15 日迄）
495 ドル（2018 年 3 月 31 日迄）
595 ドル（2018 年 4 月 1 日～大会閉会日まで）
キャンセルの締切日：2019 年 4 月 30 日

石田 隆会員

山口 哲会員
財団ニコニコ

矢部（房）

＄500

米山ニコニコ

矢部（光）

2,000 円

【出席報告】

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者 30 名

出席率 65.21%

国際奉仕フォーラム

国際奉仕委員長

服部城太郎会員

グローバル補助金プロジェクト発動？

本日の国際フォーラムではグローバル補助金による事業について皆様にご意見をお聞きしたいと
思います。先日、キルギス共和国 RC に訪問してまいりました。キルギス共和国は経済的に裕福と
はいえず教育・貧困問題等があります。現地 RC では貧困層への乳牛譲渡、障害児への教育支援等
を行っておりますが、まだまだ、支援を必要としている方が沢山いる状況です。そこで、逗子 RC
としてグローバル補助金を活用し、キルギス共和国に何か支援をできないか皆様で検討をお願いし
ます。まず、岡本財団委員よりグローバル補助金についてご説明を頂き、補助金についてご理解の
上、各テーブルにおいてディスカッションをお願いいたします。

各テーブルより
・支援するには距離が遠く、現地に行くのが困難ではないか
・もう少し近い国へ支援するべきではないか
・一度、現地を視察して支援事業を検討するべきでは

最後に三宅譲財団委員長より
「日本のどこかではなく、世界のどこかで私たちを待っている」財団委員長としてもキルギス共和国には大変興味があり、現地
調査をしてみたい。逗子 RC で補助金申請をして頂き事業を行ってもらいたい。前向きに検討して頂ける事をお願いいたします。
キルギス共和国 （日本人と瓜二つ！ 山幸彦と海幸彦？）
国土面積 19 万 8500ｋ㎡（日本の約半分）の山岳国家（9 割以上が標高 1500m 以上）
。人口 約 600 万人（キルギス系、
ウズベク系、ロシア系、他）経済 GDP 71.6 億ドルで主要産業は農場・畜産業・鉱業（金採掘）
。
経済成長率 4.5％ 物価上昇率 3.2％ 親日的・のんびり屋で我慢強い
【対外関係】ロシア（歴史的関係・言語・CSI 集団安全保障条約・経済関係）
・米国（バランス外交・ODA 援助国）
・中国（経
済的影響力）
・トルコ（独立当初からの影響力・言語）
・EU（WTO 加盟等関係強化）
【日本との関係】1991 年、国家承認。2003 年、日本大使館開館。2004 年、在日キルギス大使館開設。1992 年渡辺美智
雄外相が訪問して以来、数年にわたり訪問をしている。1993 年に旧ソ連館結束条約の承継を確認、2004 年キルギス技術協
力協定を署名。経済関係は主に中古車販売を中心に製品を輸出している（約 24.2 億）日本人はビザ不要【キルギスの課題】経
済基盤の貧弱・政治的安定性（南北問題）
・経済格差・インフラ問題・出稼ぎ労働者問題 等

グローバル補助金について
地区補助金配分・推進委員会委員 岡本 久会員
【ロータリー財団の重要分野】
・平和と紛争・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率向上・経済と地域社会と発展
【グローバル補助金】
グローバルプロジェクト：予算 39,000 ドル
•持続可能であり、補助金の資金が使い尽くされた後にも活動成果を長期的に持続させるための計画を含んでいること•測定可
能な目標を持っていること•地域社会のニーズに応えること。2018 年 7 月 1 日より、人道的プロジェクトまたは職業研修チ
ームを支援するためにグローバル補助金を申請するすべてのクラブと地区は、まず地域調査を実施し、その結果を補助金申請書
に含めることが必須となります。•ロータリアンと地域社会の人々の両方が積極的に参加すること•補助金の「授与と受諾の条
件」に記載された要件を順守すること•6 つの重点分野のいずれかに該当すること
担当：松田 壽之
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本日合計
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累計

￥８８４,０0０

村松君…寒くなりました。国際フォーラムよろしく。
服部君…国際フォーラム宜しくお願いします。
草柳君…朝晩寒くなりました。身体に気をつけよう。
三宅君…宜しくお願いします。
山本（由）君…国際フォーラム服部委員長、司会進行宜しくお願い 藤吉君、松田君、岡本（久）君、大下君…国際奉仕フォーラム宜
しくお願いします。
します。
清水（惠）さん、船津君、湊屋君…国際奉仕フォーラムよろしく。菊池君…国際奉仕委員会の皆さんよろしく。
桐田君…ちょっとのどが言いたいです。風邪？
村田君…誕生祝い、結婚祝に感謝！
山本（三）さん…国際奉仕、逗子から世界へ。
安藤君…もうすぐ 12 月だ、頑張るぞ！
矢部（光）君…国際奉仕フォーラム服部国際奉仕委員長よろしく！ 岡本（一）君…もうすぐ年末を迎えますね。
大野君、清水（信）君…服部委員長本日は宜しくお願いします。
橘（武）君…財団補助金について服部会員よろしく。
横山君…服部さん楽しみです。
臼井君…服部さんキルギスの話楽しみです。
矢部（房）君…国際フォーラム服部委員長頑張れ！！

