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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

山本 辰男
我等の生業

＜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
資金管理小委員会 委員長 水野 英雄 様

＜会長の時間＞

◆会報担当 中田 学

会長

山本

辰男

11 月になりました。今月はロータリー財団月間です。本
日の例会はロータリー財団委員会担当です。岩本委員長よ
ろしくお願いします。
地区ロータリー財団部門資金管理小委員会・委員長水野英
雄様に来ていただいています。後程卓話を宜しくお願いし
ます。
今年度財団の地区補助金を使わせて頂き「親子でマイ箸作
り」をさせて頂きました。補助金を使えたのも、3 年前の
年度に財団の寄付をしっかりしていた事に由来します。後
程委員長から話がありますが、どうか今年度も 100％以上
のご寄付宜しくお願いします。
余談ですが、マイ箸作
りの様子をロータリー
の友に投稿したところ
1 ページ全部の記事に
なりました。12 月号を
楽しみにしてください。
さて、11 月に入り次年
度の理事役員の候補が
張り出されますと今年
度も半分以上、肩の荷が下りた気がしますが、まだ半分以
上ありますのでどうぞ皆様ご協力をお願いします。
又先日 25 周年準備委員会が行われその結果を理事会に提
出されました。理事会も快く承認をし、25 周年は大事な
区切りだから高山中央ロータリークラブらしいお祝いと
記念行事をやりましょうとなりました。そして準備委員会
が実行委員会になるよう決まりましたので、是非皆様ご協
力お願いします。
濃飛グループ研修会が昨日ございまして、服部パストガバ
ナーが基調講演をされ大変勉強になりました。この話で 2
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回ぐらいの会長の時間が作れますので次週以降にお話を
させて頂きます。
最後になってしまいましたがメンバーの内田さんのお母
様がお亡くなりになられました。心よりご冥福をお祈りい
たします。

＜幹事報告＞

幹事

中田 專太郎

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・
「ＳＡＫＵＪＩ作戦」推進について
・ロータリー財団表彰「１００％財団の友会員クラブ」
「ＥＲＥＹクラブ」
・2013-14 年度会長賞について
・バギオだより 2013 年 11 月号
・2014～2015 年度地区補助金申請について
◎国際ロータリー第 2630 地区直前ガバナーより
・2012－2013 年度国際ロータリー第 2630 地区 地区記
録誌
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・文化講演会開催のご案内
日時：11 月 26 日（火）１８：００～
会場：高山市文化会館小ホール
講師：吉田 豊 氏
演題「教育・文化 そして人間」
＜飛騨高山国際協会より＞
・中国の文化紹介・交流イベント開催のご案内
中国伝統芸能披露
日時：11 月 17 日（日）
会場：飛騨世界生活文化センター
交流会 会場：ひだホテルプラザ
現代中国書道展
会場：飛騨世界生活文化センター（11/17～11/24）
<岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮｏ５５
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＜本日のプログラム＞
ロータリー財団委員会

岩本

委員長

みなさん、こんにちは。

○義務と責任
ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金の授与
と受託の条件
地区の参加資格認定：覚書（MOU）
クラブの参加資格認定：覚書（MOU）
○グローバル補助金について
クラブ、地区が財団の重点とする 6 つの分野ンに関す
るプロジェクトを独自に立案し申請するもの。
資金は提唱クラブによる現金寄付、地区による DDF 寄
付、そして財団の WF の組み合わせ補助金により調達さ
れるもの。
申請は年度を通じていつでも受付。オンラインで TRF
へ申請（提案書－申請書）

今日は、ロータリー財団委員会の担当例会という事で、地
区委員会から講師をお招きして講師例会を企画いたしま
した。
本日卓話を頂くのは、
『第 2630 地区ロータリー財団部門資
金管理小委員会委員長』の水野英雄様です。
水野様のお話をお聞きして財団に対する知識や理解を深
めて頂ければ幸いに思います。
更に今月はロータリー財団月間でもありますので、寄付を
来週の例会より集めさせて頂きたいと思いますので宜し
くお願い致します。お一人当たり 100 ドルで 1 万円徴収さ
せて頂きます。宜しくお願いします。
それでは、水野様宜しくお願いします。

＜未来の夢計画＞
国際ロータリー第 2630 地区ロータリー財団部門
資金管理小委員会 委員長 水野 英雄 様
（美濃加茂 RC）
○財団の補助金制度「未来の夢計画」が本年 7 月より全面
的に実施されました。
○財団プログラムが大きく変更になりました。

○全ての補助金を申請するためには、2 つの条件が必要で
す。
資金管理セミナーの受講
クラブの参加資格認定・覚書（MOU）の提出
会長と会長エレクト、2 名の署名が必要です。
この 2 つの条件を満たすことによりクラブの参加資格
が認められます。
2014～15 年度 地区補助金申請のご案内
1.申請者 2630 地区 各ロータリークラブ（1 クラブ 1
口とします）
2.募集口数 口数には制限がありませんが、申請順に審査
し、承認して申請額が予算額（約 77,246 ドル）に達し
た時点で、以後の申請は無条件で不承認となりますの
でご了承ください。
3.募集金額 1,000 ドル以上 10,000 ドル以内。
ただし、EREY（毎年一人 100 ドル）の達成率により、
上限に制限あり。
申請年度とプロジェクト実施年度が異なりますので注意
が必要です。

○補助金の種類（3 種類）
地区補助金
申請、審査、決定まで、すべて地区で決めます。
グローバル補助金･･･6 つの重点分野のいずれかに関
連し、長期的に大きな成果が期待できる、大規模で
国際的な活動を支えるものです。
パッケージ・グラント･
Ｒ財団が立案し、協力組織と合同で行うプロジェク
ト
○みなさんからお預かりする年次基金（年次寄付）の流れ
3 年間 TRF（ロータリー財団）にて運用
50％…国際財団活動資金（WF）
50％…地区財団活動資金（DDF）→50％－地区補助金
50％－グローバル補助金
○地区補助金について
地区の裁量で決定できる。
申込方法…地区事務所へオンラインで申込
申込期日…12 月 1 日～1 月 31 日まで
地区補助金の支給は、クラブからの現金拠出と同額で
すが、3 年前の年次基金への寄付額に応じて、支給限度
額を決定します。
ただし、予算に達した時点で締切になります。
早めの対応をお願いします。

★ロータリー財団表彰
・100％財団の友会員クラブ
・EREY クラブ
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＜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資金管理小委員会
委員長 水野 英雄 様
１１月７日開催させて頂きました、私の古希ホールインワ
ンコンペには、大勢の皆様にご参加頂き無事終了させて頂
きました。飛騨高山での開催と言う事で高山３クラブの皆
様に大変お世話になりました。心より御礼申し上げますと
共に今後ともよろしくお願い致します。
国際ロータリー第２６３０地区
直前ガバナー 村橋 元 様
水野英雄様、本日は卓話をよろしくお願い致します。
岩本 正樹
美濃加茂ＲＣ水野英雄様、本日はよろしくお願い致します。
11/8 甥の結婚式で沖縄へ行って来ました。日中気温２７
度、海の教会での式でしたが良い思い出になりました。
松之木映一
昨日の濃飛グループ研修会に参加の皆様お疲れ様でした。
有意義な話を聞けたことと思います。
理事役員一同

11/6 のロータリー情報委員会主催のＩＤＭは天獅子に於
いて無事開催できました。高橋さんをはじめ参加者の皆様
に感謝申し上げます。天獅子の田中さんに色々と大気遣い
を頂きありがとうございました。
永井 信次
この度、地方自治功労を受賞致しました。皆様方にお礼と
感謝申し上げます。
村瀬 祐治
雪が降りそうです。ゴルフも終わりかも。身体には充分気
を付けたいと思います。10/30 結婚記念日祝い、11/6 妻の
誕生日祝いとありがとうございました。健康であることに
感謝してニコニコへ。
平林 英一
「１１月１１日」今日はポッキーの日らしいです。父の一
周忌を無事終える事が出来ました。この際、３１代続いた
恵那にあった脇本陣の墓を無事高山に移す事が出来まし
たのでニコニコへ。
高木 純
先日は母の葬儀に過分なご香資を賜りましてありがとう
ございました。公私とも新しい道へ進みたいと思います。
内田 茂
本日、組合の理事会が開催されますので失礼ながら早退さ
せて頂きます。
大原 誠

