
● 本日のゲスト

国際ロータリー第 2630 地区ロータリー財団部門
補助金小委員会グローバル補助金担当

波多野　一夫　様
（中津川ロータリークラブ）

　　　ビルメロの会理事長　　　　 廣瀬　英一郎　様

　　　ビルメロの会現地リーダー　 チョーウイン　様

　　　タニベ村教員　　　　　　　 キンマンジ―　様

　　　寺子屋教師　　　　　　　　 キンタンダ―　様

　　　寺子屋教師　　　　　　　　 ニンモアウン　様

● 会長の時間　　　　　　　　会　長　　高原　清人

　今日 3 月 11 日はあの未曽有の被害をもた
らした、東日本大震災から 8 年目となりま
す。死者 1 万 5,896 人、重軽傷者は 6,157 人、
いまだに行方不明の人は 2,536 人もおいでに
なります。また、福島原発事故に伴う避難
区域の設定により未だ非難を余儀なくされておられる方が
43,214 人おいでになります。遅々として進まない復興事業、
ゴールの見えない廃炉までの道のり、この 8 年の年月は私た
ちが重ねた年月に比べ、被災された方やご遺族、避難されて
おられる方にとっては重く、苦しい 8 年であったと推察いた
します。せめて我々はこの東日本大震災での犠牲を教訓とし
て記憶にとどめ、東日本復興へ思いを馳せ、黙祷を捧げたい
と思います。

【　黙　　祷　】
　さて本日の例会は高山中央未来委員会の担当例会でありま
す。清水委員長をはじめ委員会の皆様にはお世話になります。
今日のプログラムは、盛りだくさんの内容となっております。
ともすれば波多野さんの卓話時間がまるっと削られる懸念が
ございますので、会長の時間は以上とさせていただきます。

●  幹事報告 　　　　　　　幹　事　　岩本　正樹

◀高山市都市提携委員会より▶

　　・平成31年度高山市都市提携委員会会議のご
　　  案内
　　日時：4月10日(水)10：00～
　　会場：高山市役所3階

●  高山中央未来委員会　　 　　 　   委員長　清水　幸平

　 高 山 中 央 未 来 委 員 会 は、
CPL を取り入れて中長期的な
クラブの運営・管理のための
提言をしてきました。特に私
たちのクラブは職業奉仕を大
切にし、青少年奉仕に力を入
れてきました。また近年グローバルな補助金を活用した事業
を計画しました。これを実現するための構想をより具体的
なものにしていくことから昨年 11 月に、剱田さん 5 名にて
ミャンマーへ行き、ヤンゴン中央Ｒ C を訪問してきました。
またヤンゴン周辺の小学校などの教育施設も視察してきまし
た。
　本日は、訪問したタニベ村の小学校の教師、またミャンマー
でポランティア活動をしているビルメロの会のメンバーに来
ていただきました。
　キンタンダーさん、ニンモアウンさんにはミャンマーの踊
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高山中央ロータリークラブ卓話資料

グローバル補助金事業　
レジストロ RC・レジストロオウロ RC 合同事業

～新生児集中治療センターの設備購入プロジェクト　

　レジストロオウロ RC　清水 ･ リナ ･ 春美パスト会長から
今回のプロジエクト支援の要請を受け、『人道的活動』であり、

『母子の健康』『疾病の予防と治療』の重点分野にも該当する
事から、中津川 RC、中津川センター RC が共同事業として、
それぞれグローバル補助金を申請した。

共同事業参加クラブ　　レジストロロータリークラブ
　　　　　　　　　　　レジストロオウロロータリークラブ
　　　　　　　　　　　中津川ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　中津川センターロータリークラブ

・2013 年 10 月 25 日　地区財団活動費 (DDF) 地区委員会で
　審査承認
・2013 年 11 月　1 日　レジストロ市訪問、レジストロＲＣ
　例会にて４ＲＣ協定を調印する。
　参加者：中津川 RC　2013 ～ 14 年度可児力会長、鈴木嘉
　　　　　 進 P 会長、岡山金平 P 会長、三尾義彦 P 会長、  
　　　　　 杉本潤会員、中津川センター RC 2013 ～ 14 年度
　　　　　 小椋一朗会長、小倉忠雄 P 会長、棚橋洋一会員 

・2014 年 5 月　グローバル補助金承認
・2015 年 1 月 29 日　ＨＲＶＲ病院医療器具寄贈
　「新生児と小児 ICU のベッドのための完全な機器を寄付」
　機器の寄付　・肺換気装置　・マルチパラメーターモニター
　　　　　　　・インキュベータ温水ベビーベッド機器　
　　　　　　　・光線療法装置・ベビー新生児用品一式　他
　「出生前のキャンペーンと母乳育児の普及」
　教育ワークショップ
　　　健康な妊娠と母乳育児の重要性についての母親の意識
　　に必要なケアを提供する専門家による講義の開催

　調達資金　172,500 ＵＳ＄ 　　　　　　　　　 (US ＄)
中津川ＲＣ（Ｄ 2630）現金 5,000
中津川センターＲＣ（Ｄ 2630）現金 3,000
インダイアツーバＲＣ（Ｄ 4310）現金 1,000
610 地区財団活動費（ＤＤＦ） 39,500
2630 地区財団活動費（ＤＤＦ） 30,000
4310 地区財団活動費（ＤＤＦ） 5,000
4480 地区財団活動費（ＤＤＦ） 5,000
国際財団活動資金（ＷＦ） 84,000

　　　　

りを披露していただき、廣瀬さんにはミャンマーの様子を話
していただきます。
　また、グローバル補助金を活用するための御助言を頂くた
め、ロータリー財団部門、グローバル補助金担当委員である
中津川Ｒ C の波多野一夫さんに来ていただきました。今後
私たちのプロジェクトが順調に進めることができますようお
話をお伺いしたいと思います。
　本日の例会では計画を、高山中央Ｒ C の会員の合意のも
と進めていきたいと思います。また、ミャンマーのヤンゴン
中央ロータリークラブ（RC of Central Yangon）と緊密な連
絡を取っていかなければならないと思っています。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

グローバル補助金の申請にあたって

ロータリー財団部門グローバル補助金担当委員
  波多野　一夫　様

（中津川ロータリークラブ）

１．ＲＩ２６３０地区に地区財団活動資金
の申請を行う。
グローバル補助金の申請は随時受け付
けているので、事業計画と並行して、
申請を行う。地区に申請する資料と、
日本事務局財団室に提出する資料が、違うので、財団
室にも問い合わせを早めに確認すると良い。でも、地
区ガバナーの署名と、地区財団委員長の署名がいる。

　　＊相手国に日本語の理解できる人がいる事
　　＊自分の目で確かめる・成果と持続の測定を誰がするか
２．国際ロータリーにグローバル補助金の申請を行う。

国際ロータリー　日本事務局財団室　山本律子様に相
談して下さい。　中津川ロータリークラブにも、親切
にアドバイスを頂きました。オンライン申請するには、
ＭｙＲｏｔａｒｙに登録する必要があります。入力は
実施国と援助国の代表連絡担当者が行う。内容は双方
が同意して、オンライン上で承諾のチェックを付けな
いと申請を提出出来ません。
　また申請前に、代表提唱者を選任しておく、申請書
の入力を開始した人が代表連絡担当者となる。

３．申請に当たっての注意事項
　　　承認されるまでプロジェクトを開始しない。
　　　申請書類のプロの育成（伊藤正隆さん）
　　　承認されるまでに日数がかかるので早めに申請する。
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新生児集中治療センター設備新設事業　
4RC協定書　　　2014／ 11／ 1　
ﾚｼﾞｽﾄﾛ RC・ﾚｼﾞｽﾄﾛｵｳﾛ RC合同例会にて
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HRVR病院の集中治療室訪問
4610地区のガバナー、清水 ･リナ ･春美さん

2014／ 9／ 26

設置プレート　2015／ 1

寄贈医療器具一部



◀ニコニコＢＯＸ▶　
皆様こんにちは。リニアの駅が出来る中津川市よりやっ
て参りました。本日は宜しくお願い致します。　地区ロー
タリー財団部門補助金小委員会グローバル補助金担当　

波多野　一夫　様　（中津川ＲＣ）

地区財団委員会の波多野一夫様のご来訪を歓迎致しま
す。本日は卓話をよろしくお願い致します。ビルメロの
会　廣瀬様　ミヤンマーからお越しの皆様ようこそ。本
日はよろしくお願い致します。　　　　　 理事役員一同

本日のグローバル補助金についての卓話、地区グローバ
ル補助金担当委員で中津川ＲＣの波多野一夫様、昨夜か
らお疲れの事と思いますがよろしくお願い致します。ま
た、ミヤンマーからのチョーウイン様はじめ 4 名の皆様、
廣瀬様本日はありがとうございます。　

伊藤　正隆　　剱田　廣喜

昨日は、結婚記念日のお花を頂きました。もちろん私が
花瓶を用意して飾らせて頂きました。水替えの担当も私
です。お花をありがとうございました。　　小出　貴博

本日も「さんしょうの会」パン販売をします。ご協力を
よろしくお願い致します。

熊﨑　元康

3 月 6 日にウルトラメンタルクリニックが 10 周年を迎え
ました。キャッチ―な名前を受け入れてくれた寛容性と
的の流れに感謝してニコニコへ。　　　　　 益田　大輔

皆様　いつもお世話になっております。ありがとうござ
います。本日早退致します。よろしくお願い致します。

　　高橋　厚生

本日早退します。　　　　　　　　　　　　 谷口　欣也
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