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第 2054 回例会
2020 年 11 月 30 日（月） 第 13 回
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会長 原田 好展 君
財団月間卓話 地区補助金委員
松林 信吾 君（半田南 RC）
地区大会実行委員
渡辺 一朗 君（知立 RC）
山本 直明 君（知立 RC）
米山記念奨学生 張 申童さん
堀塲 竜司 SAA 副委員長

会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君

社会教育センターにて地区補助金事業を開催しました。
12：20 より研修室にて例会を行い、鈴木邦尚新町長か
ら、就任の挨拶がありました。挨拶の中で、愛知県の新た
な防災拠点が豊山町に決まったそうです。南海トラフ巨
大地震など大規模な災害時に、全国からの救援部隊や、支
援物資などを受け入れるため 300 億円を掛けて整備さ
れるそうです。
13：30 より 2F ホールにて「認知症予防サポーター養
成講座」が始まり、中島社会奉仕委員長と「NPO 法人健
康な脳づくり」の福井理事長から認知症に関する熱のこ
もった講演をして頂きました。その後約 20 人の介護支
援ボランティアに 2 つのグループに分かれて、早期に認
知症を発見するための機器を使っての診断、体力測定、予
防体操、口腔機能体操を体験して頂きました。
ボランティアを通して、この体験を普及させることで、地
域全体の健康度の向上につながればと思っています。
その際、クラブの重鎮である柴田パスト会長に、最後迄残
って居ていただき、大変心強く感じました。
新型コロナの感染者が日増しに増えてきています。愛知
県は第３波に入ったとの認識のもと、
「厳重警戒」として
感染防止対策の徹底を呼び掛けています。会員の皆さん
も十分注意をして頂きたいと思います。12 月 7 日の例
会はクラブに取って大事な年次総会が有り、開催の予定
をしていますが、今後の状況によっては休会の可能性も
有りますので、よろしくお願いします。

委 員 会 報 告

11 月 9 日の例会で、新しい例会場候補である２つのホ
テルのどちらかに投票して頂きました。当日欠席された
方と返事のない方には、再度ファックスで案内を送りま
した。最終的に柴田幹事にとりまとめをお願いし、51 名
全員の署名つきで返事を頂き保管をしています。過半数
を取ったホテルが新しい例会場となります。12 月 7 日
の理事役員会にて承認後、例会にて今後のスケジュール
等含めて発表させて頂きます。次に、11 月 25 日豊山町
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●ニコニコボックス報告（金井 和治副委員長）
本日の卓話を担当します。地区補助金委員会の松林信吾
です。宜しくお願いします。
半田南 RC 松林 信吾 君

本日は、地区大会の PR に来ました。
貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。
知立 RC 渡辺 一朗 君
山本 直明 君
地区補助金委員会、松林君、卓話宜しくお願いします。
原田 好展 君
認知症イベント、無事終了しました。
御協力ありがとうございました。
中島 俊朗 君
今日も出席出来る喜びで。
伊勢村道雄 君
今日も元気で！
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御協力ありがとうございました。
本日の協力
本年度の協力累計

28 名

41,000 円
618,000 円

地区補助金委員会委員 松林信吾 君(半田南 RC)

皆さまこんにちは。半田南ロータリークラブより、地区
補助金委員会に出向させて頂いております、松林信吾で
す。本日は、例会の貴重なお時間を頂戴し、卓話をさせ
て頂きます事、誠に感謝申し上げます。
この財団月間の間に、私の様なまだ経験が浅いメンバー
も含め、財団委員会メンバー２０名が、７１クラブを卓
話して回りました。

2015 年のＲＩ理事会にて、ロータリーの方向性が変化
しました。
・活発なクラブ～会員増強を指しています
・より大きな奉仕～社会奉仕と国際奉仕を指しています
・より安定した財務状況と運営効率～財団の充実と支援
を指しています
・より大きな注目と影響～公共イメージの向上と例会だ
けでなく外に向けて行動することを指しています。
このように、ＲＩがビジヨンを打ち出したことを、ロー
タリー財団が行動に移し実施する組織となっています。
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。
現在の、ロータリー財団 管理委員長は、スリランカの
ラビンドランさんです。ちなみに、ロータリーの友１１
月号の、４６ページにメーッセージが寄稿されていま
す。
ロータリー財団が行っている様々な奉仕活動は
会員の皆様からの貴重な寄付によって成り立っていま
す。
その寄付の種類について確認します。寄付には
（１）年次基金
（２）ポリオプラス基金
（３）恒久基金
（４）その他の寄付
があります。
（１）の年次基金は、毎年続けていただく、寄付のこと
です。会員お一人１５０ドル以上の寄付をお願いしてい
ます。
個の寄付は 3 年後の地区活動資金として戻ってきます。
３年後に地区活動資金として戻るとお伝えしましたが、
このような流れとなります。３年前に皆様から頂いた、
年次基金と恒久基金の利息は、地区活動資金（ＤＤＦ）
として 地区に戻ってきます。
この地区活動資金（ＤＤＦ）は地区補助金とグローバル
補助金として、社会奉仕、人道奉仕、ＶＴＴ、奨学資金
に利用することができます。
次に（２）ポリオプラス基金について
「あと少し」で実現できるポリオ根絶のための資金で
す。会員お一人３０ドル以上の寄付をお願いしていま
す。
次に（３）恒久基金について
恒久基金はロータリー活動を末永く支えるための基金で
す。元金には手を付けずに、運用益のみが ＷＦ、ＤＤ
Ｆ、そして一般管理費に 使用されます。ちなみに、
18-19 年度は 約 2100 万ドルの 投資収益でした。
恒久基金は、毎年１０００ドル以上の 寄付をした方
が、各クラブに１名以上となるように お願いしていま
す。
ポールハリスフェローの認証については、年次基金、ポ
リオプラス基金 承認された財団補助金のいずれかに、
1000 ドル以上を寄付された方が対象となります。

2760 地区における、昨年度（19-20 年度）の寄付は
・年次基金 寄付 一人当たり １６３．６６ドル
・使途指定 寄付 一人当たり
３７．１７ドル
（ポリオプラス）
名古屋空港ＲＣ 様は
・年次基金 寄付 一人当たり １７４．９９ドル
・使途指定 寄付 一人当たり
３１．８２ドル
（ポリオプラス）
ともに大変多くの寄付をいただいております。
ちなみに、先ほどの恒久基金も 19-20 年度の総額は
6000 ドルとお願いしている金額を大きく超えるご寄付
をいただいております。皆様のご理解、ご協力に感謝申
し上げます。
最後になりますが、
「財団は、ロータリー会員の財産で
す」私たち財団委員会の メンバーは、それぞれが公金
を扱う一人として自覚を持ち、各クラブの事業の推進を
はかるお手伝いをしています。これからも私たち委員会
活動にご理解とご協力をお願いし、本日の卓話を終わら
せていただきます。
20-21 年度地区大会
2021 年 3 月 14 日(日)
本会議 13：00～16：50 懇親会 17：30～19：00
於：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）ホール A
コロナ対策を万全にして準備しております。
是非、皆様ご登録の上、ご参加下さい。

