
鈴木ガバナー補佐、森市ガバナー補佐幹事、本日は足元の悪い中、当

クラブの例会にご参加いただき、誠にありがとうございます。１年間、第１１グ

ループのとりまとめ、どうぞよろしくお願いいたします。当クラブといたしまして

も、可能な限り、地区の運営にご協力させていただきます。

連日、新型コロナウイルスの感染者数が再び増加しているニュースが流

れております。一方で、来週２２日から、Ｇｏ Ｔｏキャンペーンがスタートし、

経済活動を活性化させようとしております。感染予防と経済の活性化という

相反する２つの軸を天秤にかけながら、一人一人の責任に任せるような国

の方針で、今後も、混乱の中での生活が強いられそうです。当クラブにおき

ましても、スクール形式での食事からまんりょうでの食事に切り替えましたが、

今後の状況次第では、元に戻したり、食事なしの例会に逆戻りしてしまう可

能性もございます。試行錯誤の運営になってしまう旨、ご了承ください。

さて、今年度は財団に力を入れたいと、鈴木ガバナー補佐より伝えられ

ております。地区補助金やグローバル補助金の財源となる年次基金に対し、

1人１５０ドルの寄付、特別プログラムであるポリオプラスに対し、1人３０ドルの

寄付を目標とするように要請されております。当クラブは、今年度、地区補

助金及びクローバル補助金を使って、ケニアの出産施設の設備補充に関

する支援を行う予定です。そういった立場でありますので、皆様、是非、目

標額を達成できるよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

財団の話の流れで、今日は、財団について、おさらいをしたいと思います。

「国際ロータリーのロータリー財団」というのが正式名称です。世界中からの

寄付金を管理し、その資金をロータリーの目的と６つの重点分野に合致す

るプロジェクトに補助金を配分する機関です。国際ロータリーとは別の組織

で、双子の弟のような存在です。ロータリー財団への寄付は、大きく分けると

５種類あります。年次基金、ポリオプラス、恒久基金、災害救援基金、その

他寄付の5種類です。年次基金は、３年間運用され、３年後に５０％が地区

財団、５０％が国際財団に分割されます。この年次基金が、我々が活用さ

せていただく地区補助金やグローバル補助金の財源となります。恒久基金

は、元金が全て運用され、運用益が恒久的に活用されます。ポリオプラス

は、ポリオ撲滅のために、活用されます。当クラブは、ワンコインニコニコと

して集めたお金を、寄付させていただいております。重複しますが、当クラブ

は、今年度、グローバル補助金申請に挑戦しておりますので、これを機に、

皆様も、ロータリー財団について勉強してみてはいかがでしょうか？

7月の通常例会は今日が 後となりますので、ロータリアン誌から抜粋し

た7月のネタを申し上げて、終わりたいと思います。なぜ、ロータリーの年度

は、はじまりが7月からなのかというお話です。

１９０５年にシカゴロータリークラブが誕生し、その後、アメリカ各地で、ロータ

リークラブが設立されるようになりました。そうなりますと、色々なクラブが顔

を合わせるコンベンションを開こうということになりました。今の、国際大会の

起源がこのコンベンションかと思います。当初、７月８月が夏のバカンスと

いうことで、出席しやすかったので、国際大会は７月８月に開かれておりまし

た。しかし、国際大会で監査報告をするには、会計年度を６月３０日で終わ

らせてほしいという要望が監査人からありました。そこから７月の年度が始まっ

たようです。ただ、現在は、７月８月は暑いということで、国際大会は、６月に

行なわれておりますが、７月１日から新年度スタートという点は、今も変わら

ず、続いているようです。このような感じで、会長挨拶を通して、ロータリーに

ついて勉強したいと思いますので皆様、どうかお付き合い下さい。

次回の通常例会は８月４日となります。

前回の挨拶でも申し上げましたが、通

常例会のない週は、是非、委員会活動

を行っていただければと存じます。早速、

来週２１日に、通常例会と同じお昼の時

間帯に奉仕プロジェクト委員会によるラ

ンチ委員会を開催し、今後の奉仕活動

について話し合う予定です。お昼の食

事代はクラブで負担しますので、是非、

他の委員会の皆様も、まんりょうでのラ

ンチ委員会を企画し、クラブの委員会

活動を活発化させていただければ幸い

でございます。
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浅野 了 浅野 繁 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／鈴木 桂三 様 森市 直樹 様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

奉仕プロジェクト委員長 小林亘会員

４つの委員会にて予算を組み新たなキラーコンテン
ツを模索するため委員会を開きます。皆様からも何
かご提案がありましたらお願いします。

●７月ロータリーレート 1ドル＝10７円

●理事会の議事録について

●例会の運営方法の変更について

●上期会費納入の期限が７月末となっております。

今後の予定
７月２１日(火) 祝日休会

７月２８日(火) 夏季休会

８月 ４日(火) 通常例会 クラブ協議会 理事会

８月１１日(火) 祝日休会

８月１８日(火) 通常例会 （ザ・クレストホテル柏）

８月２５日(火) 夜間例会 （まんりょう）※予定

例会出席報告

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

竹村 隆一郎 会員

学生期か ら現在まで の ス

トー リー と社会人として の

経験に よる理想の 社会

に つ い て お 話しい た だ

きました 。

ワンコイン ７月１４日 １２，１２６円
ニコニコ 累計 １９，０５３円

幹事報告

本日のゲスト

国際奉仕委員長 岡田尚子会員

８月１８日の例会にて、ケニアプロジェクトについて進
捗状況を含め、皆様にお伝えする予定で準備を進め
ています。是非出席して下さい。鈴木 桂三 様（柏西ＲＣ）

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

７月１４日 ３９ ２８ ２ ７５．７

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

出席委員長 森三枝会員

メークアップの対象は、委員会時の出席を含む前年
と同じといたします。委員会を開催し、出席メンバー
を報告してください。

森市 直樹 様（柏西ＲＣ）

米山功労者 マルチプル 表彰

友野俊政 会員


