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＜本日のゲスト＞
ロータリー財団部門補助金小委員会
地区補助金担当グループ副委員長
波多野 一夫

＜会長の時間＞

◆会報担当 剱田 廣喜

会長

足立

様

常孝

こんにちは、今日の例会は、ロータリー財団委員会の担当
例会です。坂之上委員長宜しくお願い致します。
今日は、米山奨学生数が
一番多い国である中国に
ついて、少し話さて頂きま
す。
中国の現状は、労働人口
の頭打ち、人件費上昇で、
海外からの投資が停滞し
ている。
「国家資本主義」
路線で、目覚ましい経済成
長を遂げたが、国内に難題が山積みしている。新リーダー
の習近平総書記が、難題打破の戦略を展開せざるを得ない
状態で、対日外交がさらに厳しくなる事が予想されていま
す。
先週の例会で、中国にロータリークラブがあるのか？と
いう疑問を持ちました。河上事務局員に調べて頂きました。
北京と上海に外国人専用のロータリークラブがあります。
中国政府は認めていない。ＲＩは中国政府にロータリーク
ラブを国内で認めて作る様に勧めているそうです。
中国では、同憂の士が定期的に勉強会を開くと言った事
が出来ない国で、ロータリークラブの結成・設置さえも簡
単ではなく、結社の自由が認められない共産主義の国です。
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韓国も北朝鮮も対日問題が、何かと話題になっておりま
すが、近く遠い国が、隣国に沢山あります。ロータリーの
組織力（ネットワーク）で、風通しが良くなれば?と思い
ます。

＜幹事報告＞

幹事

田中

雅昭

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・
「第 6 回全国ＲＹＬＡ研究会」開催のご案内
日 時：2013 年 2 月 9 日（土）
会 場：グランドプリンスホテル新高輪
登録料：10,000 円
・地区補助金申請についてのご案内
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・歴史文化施設市民無料公開および文化講演会のご案内
＜飛騨高山国際協会より＞
・韓国ウィーンの開催のご案内
＜ぎふ清流国体高山市実行委員会より＞
・ぎふ清流国体本大会「競技プログラム」の贈呈

＜本日のプログラム＞
ロータリー財団委員会

坂之上

委員長

＜卓話＞
ロータリー財団部門補助金小委員会
地区補助金担当グループ副委員長
波多野 一夫

様

「地区補助金について」
1.未来の夢計画
2013 年 7 月から、世界の
全地区に新モデルが適用
され、それは地区補助金と
グローバル補助金に分類
されます。
2.地区補助金
・地区補助金は、柔軟性を備え、クラブと地区は、海外、
地元を問わず、一体となって、比較的小さな教育的活動、
人道的活動を支援します。新地区補助金は、これまで財

第 945 回 H24･11・19
団が実施してきた地区の補助金 を土台として設けられ
ました、クラブと地区が実施したいと希望する小規模な
プロジエクトに資金を提供いたします。
資金はロータリー財団から提供されますが、管理運営
は地区レベルで行われます。
・地区は年に一度、地区財団活動資金の 50％までを地区
補助金として申請することができ使途は地区の裁量に
委ねられます。
一年以内の比較的短期の活動に資金を配分するよう奨
励されていて、地区補助金の申請書を提出する「計画
年度」と、補助金が支給 されプロジエクトが実施され
る
「実施年度」
の 2 年の業務サイクル が奨励されます。

3.地区補助金の支給金額
地区補助金は、3 年前の年次基金への寄付額に応じて、
支給限度額 が決定され、一人当たりの平均寄付額が、
100 ドルのクラブには 、5,000 ドルを上限として「現
金拠出額」の 100％を地区補助金として支給いたします。
4.地区補助金の申請と支払い
募集期間は、2012 年 12 月 1 日より 1 月末日までの 2 ヶ
月間に各クラブは、地区の補助金小委員会に、地区補
助金の申請書を提出します。申請は地区事務所に Email
で送ることとします。財団からは、７月下旬～8 月下旬
頃に送金された後、各クラブの専用口座に振込いたし
ます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。
ロータリー財団部門補助金小委員会地区補助金担当
グループ副委員長 波多野 一夫 様（中津川ＲＣ）
久しぶりにメークアップさせて頂きます。新会員の皆様を
よろしくお願い申し上げます。
高山ＲＣ 角竹 邦雄 様
高山ＲＣの福井です。本日はよろしくお願いします。
高山ＲＣ 福井 辰弘 様
高山中央ＲＣの皆様本日はよろしくお願いします。今年 7
月にロータリーに入会した新人ですので色々とアドバイ
スをお願いします。
高山ＲＣ 松山 茂 様
ロータリー財団部門補助金小委員会地区補助金担当グル
ープ副委員長 波多野一夫様 ようこそ高山中央ＲＣへ。
本日は卓話をよろしくお願い致します。また、高山ロータ
リークラブの角竹邦雄様、西野徹様、福井辰弘様、松山茂
様、お越し頂き誠にありがとうございます。先輩方のご指
導をよろしくお願い申し上げます。
理事役員一同
地区ロータリー財団の波多野様、本日は卓話をよろしくお
願い致します。また、当クラブの会員出席率は本年度最低
の日ですが、ビジターの方々が沢山ご出席頂きまして誠に
ありがたいです。ようこそご来訪いただきました。
足立 常孝
波多野様のご来訪を歓迎致します。本日はよろしくお願い
します。
永家 将嗣
本日はロータリー財団委員会の担当例会に卓話をお願い
致しました。波多野様には遠い所またお忙しい中お越し頂
きましてありがとうございます。卓話をよろしくお願い致
します。
坂之上健一
本日のゲスト波多野様、ビジターの高山ＲＣ 角竹邦雄様、
西野徹様、
福井辰弘様、松山茂様、
ご来訪を歓迎致します。
松之木映一・山本 辰男・三枝 祥一

中津川ＲＣの波多野さんのご来訪を歓迎致します。ＪＣの
理事長としてお互いに頑張っていた事を思い出します。本
日はよろしくお願い致します。高山ＲＣの角竹邦雄様、西
野徹様、並びに新会員の皆様を歓迎致します。
伊藤 正隆
角竹さん、西野さんのご来訪を歓迎申し上げます。私の誕
生日並びに結婚記念日には結構な品を頂き誠にありがと
うございました。何年経っても誕生日と結婚記念日が同じ
日は後悔しております。
高原 清人
角竹会長はじめ皆様のご来訪を大歓迎致します。個人的な
事ですが「きずな会」に出張の為出席できません！あ～ぁ
残念無念！！大盛会をお祈りいたします。 中田 專太郎
団体・共進会等々で欠席が多くてすいません。さらに
12/16 まで色々とありますのでよろしくお願いします。
高殿 尚
金曜日、助手席の人を抱えて車の運転をしている人を見ま
した。観葉食物みたいにも見えましたが、植物みたいな顔
をした女の人かもしれません。その運転手は有名な・・・。
久々野 国良
先週、結婚記念 41 周年旅行に行って来ました。異国での
久しぶりのゴルフも喧嘩ばっかりでした。最終ホールにな
んと女房の調子が良くなり、来年 42 周年で再来したいと
の事。
中田 一男
ＲＩ会長賞おめでとうございました。先週の祝賀会はすご
く楽しかったので、チップと言う事で。
周 信夫
iPad mini が届いて Happy なのでニコニコへ。もう大きい
iPad には戻れない。
高木 純
11/12 は夜例会だと勘違いし昼の例会に来ませんでした。
ニコニコで許して下さい。
高原 武夫
11/12ＲＩ会長賞受賞祝賀会にご参加の皆様ご苦労様でし
た。残金をニコニコへ。
ＲＩ会長賞受賞祝賀会発起人

