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●点 鐘
●ロータリーソング
それでこそロータリー
●高山中央ロータリークラブ職業倫理基準

●ゲスト・ビジターの紹介
●会長の時間

会長

村瀬

祐治

新生コロナウィルス感染、
12 月に入って急に多くな
り高山市においても 8 人の
感 染 者 が発 生し て お り ま
す。私たちも感染防止に努
めたいと思っております。
例会においてはマスク着用
で望んで頂きたい。また、マスクを外す食事時には、
私語を慎みソーシャルディスタンスを踏まえて食
事をお願いします。
本日の会長の時間は、バナーについておはなしを
させて頂きます。
伝統と文化が息づく山の都飛騨高山。先人達の築
き守ってきたもの、それは京文化と江戸文化の双
方の流れをくみ、高山らしい独自の文化として花
咲かせています。街並・寺院・祭・屋台そして、極
め細やかな人情、その全てが雅の里と言われる所
以です。この高山市、新しく発足した高山中央ロー
タリークラブ。シンボルマークはその文化の象徴
でもある祭・屋台をモチーフに構
成しました。
左上面の紫は毛房瑶珞など屋台
全体を飾る装飾類を表し、右上面
の山吹色は屋根・勝男木・四本柱
を飾る金を表しています。また、
左下面の朱色は屋台に巻かれる
大幕や刎匂欄を表し、右下面の濃紺は屋台回しの
着る陣羽織を表しています。これらの色は、全て飛
騨高山に伝わる伝統色であり、気品と優雅さを主

張するものです。この 4 色の調和がより勢いのあ
る若さを表現しているのです。ビジュアルの車輪
は、屋台を支えるものであり高山中央ロータリー
クラブにとっても伝統を守りながら、若さと情熱
と和を重んじる大切な象徴でもあります。
クラブ・バナーの交換
多くのロータリークラブの多彩な伝統の一つに、
小さなバナー、旗、あるいはペナントの交換があり
ます。ロータリアンが遠くの地方に旅し、各地で欠
席をメークアップするとき、友愛の印として交換
するためのバナーを持参します。
1959 年、RI 理事会は、こうしたバナー交換の人気
の高まりを認識し、バナーのデザインをクラブの
地元地域社会や国を明確にかつ豊かに表現するも
のとするよう、参加クラブに奨励しました。
バナーにはそのクラブの領域を示すような絵やス
ローガン、デザインを含め
ることが推奨されて いま
す。バナーの交換はたいへ
ん楽しい習慣です。特に、
その地域社会の自慢 の種
について興味深く物 語っ
ているような独創的 で芸
術的なバナーであれば、な
おさらです。バナーの交換
は私たちの国際的な 交友
を示すシンボルとし ての
役割も果たしている ので
す。
●幹事報告

副幹事

下田

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバ
ナー事務所より
・11 月号クラブ会員増強報告書

徳彦

第 1259 回 R02･12・14
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・年末年始休暇のお知らせ
12 月 26 日（土）～1 月 7 日（木）
○高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
12 月 25 日（金）休会

みのプロジェクトです。申請３年前のクラブ年次
寄付（ＥＲＥＹ）により支給割合が決まります。補
助金は最高 1 万 2 千ドル クラブ拠出金は原則 500
ドル以上です。

●本日のプログラム

ロータリー財団委員会 委員長

益田大輔

ロータリー財団の使命や補助金制度等について配
信動画を参考にクラブにフィードバックします。
https://youtu.be/TjCAeGkrBjA
ダイジェスト版（例会にて放映）
ロータリー財団について
１００年以上も前に創立され
て以来、ロータリー財団は教育
の支援をはじめ人道奉仕プロ
ジェクトに総額４０憶ドル以
上の資金を提供してきました。
一人ひとりのご寄付により世界中の地域社会を少
しずつ変えていくことができます。
2019 年会計年度は約 2 億 8 千万ドル《ポリオ根絶
（151 百万ドル）、グローバル補助金+地区補助金
（113 百万ドル）
、ロータリー平和センター（5 百
万ドル）等》の資金が活用されました。
ロータリー財団の使命
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康状
態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平
和を達成できるようにすることです。非営利組織
である当財団は、ロータリー会員をはじめ、より良
い世界を築こうというビジョンを共有する財団支
援者の方々からの自発的な寄付のみによって支え
られています。ご寄付はロータリー財団の補助金
となり、助けを必要とする地域社会に持続可能な
変化をもたらす活動に役立てられています。
ロータリー財団への寄付
ロータリー財団への寄付は、主に下記３種類があ
ります。
１．年次基金寄付２．恒久基金寄付３．使途指定寄付

補助金の種類
各クラブの事業に活用できる補助金には地区補助
金とグローバル補助金、それぞれに奨学金などが
あります。
1．地区補助金事業
地区補助金は、地元、海外（ロータリークラブの無
い国も可）を問わず比較的小規模なプロジェクト
に使用でき地区が補助金を管理し、短期の 1 度の

２．グローバル補助金事業
下記のロータリーの６つの重点分野のいずれかに
関していることが必要です。
①平和と紛争予防/紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率の向上
⑥経済と地域社会の発展
※注：2021 年 7 月より「環境の保全」が重点分野
項目に追加されます。
持続かつ測定可能な大規模（3 万ドル以上）なプロ
ジェクトで、実施国と援助国のクラブや地区が共
同提唱することができます。
クラブ拠出金は 500 ド
ル以上で、複数のクラブで提案する場合は主クラ
ブが１千ドル以上、
副クラブは 500 ドル以上です。
３．ロータリー災害救援基金
最近できたロータリー財団の補助金に「ロータリ
ー災害救援基金」が有ります。これは、使途指定寄
付として地区の地区活動資金（DDF）やメンバー皆
様から寄付金を募ります。そして、地区が災害を受
けた地域の復興支援をするために最高 2 万 5 千ド
ルの補助金を申請する事が出来ます。
その他、ＶＴＴ（職業研修チーム）
、ロータリー財
団奨学金・学友会の活動もあります。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvbHW
4bBkf3Gjp4Ewu7yi-ZYi6KVwQH-N
（ロータリー財団研修セミナー全 5 編 60 分）

＜ニコニコＢＯＸ＞
2/7～12/13 まで産業医大の産業医研修講座を受講
しました。無事に復帰したことに感謝して。本日の
担当例会、よろしくお願いいたします。
益田 大輔
雪が降り今年のゴルフも終わりです。一年ご苦労
様でした。
三枝 祥一
欠席ばかりですみません。私は元気です。
海老沢 玲子
2・3 日前から 1 階の玄関に太い大根が数本置いて
ありましたが下さった方が分かりません。僕に大
根を恵んで下さった方がございましたが教えてく
ださい。シブ子！がんばれ！
高木 純
全米女子オープンで渋野選手が単独首位です。作
年の全米女子につづく快挙かとワクワクしていま
す。ガンバレ、シブ子でニコニコへ。
植木 愼吾

