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第 2853 回

幹事：鈴木弘毅

11 月 25 日桐田会長(代理)の時間
本日は、服部会長が眼の検査のため
お休みをされているので、代理を務め

ロータリーソング斉唱

させていただきます。宜しくお願い致

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介

します。

会長の時間：服部会長

先日 21 日に行われました、60 周

幹事報告：来信・告示事項

年記念事業の漁業体験には、子供たち

委員会報告：

13:00

19 名、会員は 20 数名にご参加いた

出席報告：

だき、無事終了することが出来ました。最後には、じゃ

ニコニコ BOX 発表：

んけん大会で収穫した魚を分配しました。無事に全部終

年次総会

わりまして、会員の皆様、ご苦労様でした。

役員・クラブ管理運営
上半期報告・下半期計画発表

13:30

皆さんもご存知のように、日本においては、コロナは

閉会宣言

匂坂 S.A.A

収束にむかっているようにも見えますが、世界では、ま

点 鐘

服部会長

だまん延しております。
島国と、実直な国民性がコロナを封じ込めているよう

予
12 月

9 日(木)

定

に思われますが、経済の回復はまだまだこれからと感じ

12:30 奉仕プ・広報・会員増強・R 財

ています。これから冬を迎えるわけですが、燃料の高騰

団関係上半期報告・下半期計画発表

で家庭生活が苦しくなったり、クリスマスケーキ等も値
上がりが予想され、庶民の口に入らないのではないかと

12 月 16 日(木)

18:30

12 月 23 日(木)

休会

12 月 30 日(木)

休会

きませんが、だからこそロータリアンが出来る事を考え、

1月

休会

この逗子の町でロータリーの４つのテストを守りながら、

1 月 13 日（木）

新年会（同伴例会）

声をかけあったり、飲みに行ったりして、明るい逗子の

1 月 20 日（木）

18:00 職業奉仕フォーラム

町になれば良いと思っています。

6 日(木)

忘年会

心配されています。又、青少年や高齢者による悲しい事
故も発生しております。
これらの事には、私達には直接手を差し伸べる事はで

やっと家飲みになれてきた昨今ですが、哉吉も待って
いるので、出かけて、逗子の町を活性化していきたいと

2852 回 例会記録 2021 年 11 月 25 日（木）

思います。
これをもちまして、会長代理の時間とさせていただき

出席報告：会員数 43 名 出席者 20 名

47.6％

幹事報告：・横須賀北 RC より週報
委員会報告

・森澤社会奉仕委員長より、社会福祉

協議会に 15 万円寄付の実施を報告。子ども応援
大作戦(フードドライブ)について説明。
・菊池 60 周年記念事業委員長より、21 日漁師体
験事業の実施をビデオにて報告

ます。ありがとうございました。

卓話

森澤社会奉仕委員長報告

「グローバル補助金申請に向けて」
財団補助金委員会

社協主催「子ども応援大作戦」

中村眞英副委員長

維持の為に良い汗を流しません
に協力 （寄付 15 万円・箱詰め

（中村氏は、2015 年より地区財団委員会に関わっておら

か手伝い）

？

冬休み期間に子供のいる困窮家庭

れ、ロータリー財団に詳しい方です）

（担当：清水惠子）

みなさんの気持を奉仕活動の財源に向けて、ロータ
リー財団への寄付をよろしくお願いします。

に食料品を届ける事業（フードド
ライブと支援金を利用、希望家庭
を募集）。

キルギス国への奉仕活動は、地区補助金がグローバ

12 月 16 日(木)14:00～箱詰め作

ルの下見に使えるようになってすぐに申請され、201９年にキルギス国を

業を福祉会館で行う。協力できる

4 名で訪問しましたが、コロナ禍により一時停止している状況ですね。

方はよろしくお願いします。

グローバル補助金申請のためには、「グローバル補助金ガイド」を是非持
っていて欲しい。様々な情報と申請の書式などを得ることが出来る。
1 月 26 日にはグローバル補助金のセミナーがあり、申請する為には 2
名以上の参加が求められています。グローバル補助金申請の経験者は補助
金管理委員会の小巻委員長です。今日の卓話では予備知識を得て下さい。

60 周年記念事業第 3 弾
「漁業体験」実施
11 月 21 日(日)小坪漁港にて
記念事業菊池委員長報告

［グローバル補助金ガイドに沿って説明］
① 長期的な影響をもたらす：補助金事業を行ったら、長期的に継続され
恩恵を受ける人が良くなっていくかを確認、5 年位を見据えて 1 年ご
とに相手のクラブから報告をもらう。
② パートナーシップで最大の効果を生む：逗子クラブの場合はビシュケ
ク RC と友好関係を続け情報交換をする。
③ プロジェクトを立案する：
「キルギス国に対する牛プロジェクト」
④ 補助金を申請する：お金をいくら使うのか、地区のお金をどれくらい
使うのか決める。クラブの資金はそれほど多くなくて良い。種々の申
請がある。情報、資料を探しフォーマットを保存し申請する。
⑤

プロジェクトを実施、モニタリング、評価する：実施する前に調査し
て数値化する（何人いて、何人に出来そうか、どんなことが出来るか）。
モニタリングはアンケートが一番良い。先方のクラブから情報をもら
う（牛の扱い、値段、など）
。数値にしたものが 1 年後、2 年後、3 年
後どうなっていくか。

⑥ 中間報告と最終報告：ロータリアンが利益を得るのはダメ、透明性が
必要。会計処理、領収証の保管等、きちんとして報告する。
申請には 2～3 人が頑張り、あとは応援団にまわって盛り上げてほしい。
地区の応援は申請までです。良いプロジェクトで大成功を収めて頂きたい。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３４，０００

中村眞英君…本日は卓話に呼んで頂きありがと
うございます。グローバル補助金、皆さん
と一緒に勉強しましょう。
桐田君…会長は”やまい”でお休みです。代理
橘

（担当：清水惠子）

累計 ￥６６６，０００
よろしくお願い致します。

山本君…今日も風が強いですね。中村財団補助
金副委員長卓話、宜しくお願いいたします。
羽隅君…今日も宜しくお願いいたします。

会長を務めます、宜しくお願いいたします。

山口君…良いお天気ですね。

武君…中村眞英、財団補助金副委員長よう

清水幸男君…卓話、よろしく。

こそ。

古畑君…漁業体験、とても良かったです。皆さ

三宅君・鈴木弘毅君・山科君・大野君・矢部房
男君・森澤君・稲垣君・清水惠子君・松井君・
村松君…中村眞英さん、卓話楽しみです。

ん、お疲れ様でした。
菊池君…60 周年記念事業、第三弾、漁業体験
無事終了。御協力ありがとうございました。

