
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2256 号 横浜港南ロータリークラブ会報 

2022 年 11 月 16 日（水） 第 2500 回例会報告 

 

◎司 会                横尾博之委員 

◎ロータリーソング  

「我らの生業」 

◎ソングリーダー               PC にて 

◎ゲスト    

 地区ロータリー財団補助金委員会 副委員長 

當麻
た い ま

洋一様（横浜中ＲＣ） 

米山留学生 チョ ソヨンさん 

◎ビジター                     なし 

◎出席報告              山根健輔委員 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

25(2)名 18(1)名 75％ ―  76.8％ 

（  ）内は出席免除会員 

 

 ◎会長報告           佐々部宣宏会長 

 

 

 

 

 

 

 

1．先週の１１日、１２日で地区大会が開催されま

した。出席頂いた１１名の会員の皆様ありがとう

ございました。１１日の午前中はロータリー平和

フェロー学友（世界の６大学に設置された平和セ

ンターの修士プログラムを終了された学生）によ

る平和フォーラムが開催され、国際機関や政府、

教育等の現場での活躍されていること、そして

我々の支援がしっかりと役に立っていることを確

認できました。午後からは『身近な生物から学ぶ

持続可能な社会』という講演会があり、身近な昆

虫を例にとって、大変解りやすい話でした。個人

的には本会議の講演会に相応しいのではと感じ

ました。１２日の本会議ですが、休憩以後は参加

者が半分以下に減ってしまったのが残念です。 

2．１２月１４日に３年ぶりに開催するクリスマス家

族例会ですが、ご家族の参加が少ないようです。

奥様、ご主人様、パートナーの方、お子様、お孫

様に声をかけて頂いて、楽しいクリスマスパーテ

ィーにしたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。 

◎幹事報告            松村壮一郎幹事 

 

 

 

 

 

 

 

1．１１月１１日（金）１２日（土）の地区大会は、約

2000 名の参加者を迎え３年ぶりの大会は幕を下

ろしました。年度折り返しを間もなく迎えますが、

地区テーマ「ロータリーの再生」の実行のために、

この研修を生かし成果を求められたように感じま

した。ご参加お疲れさまです。会の中では、長寿

及び、出席 100％の会員表彰があり、本日長寿
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会員として福嶋会員、横尾会員へ、35 年間出席

率 100％表彰として阿曽会員へ記念品をお渡し

しました。 

2．１１月１７日（木）18:30～新横浜グレイスホテ

ルにて、第三回第五グループ会長・幹事会が開

催されます。会長・幹事で出席し会運営に反映さ

せます。 

3．１１月２３日（水）は勤労感謝の日（祝）です。

本クラブ定款第 6 条第一節の規定により休会で

す。また、１１月２８日（水）も同規定により休会に

なりますのでご注意ください。 

4．１２月度理事会は、１１月２８日（月）対面で実

施します。会場は、決まり次第お知らせいたしま

す。 

5．１２月７日（水）は年次総会です。役員選任等

を予定しています。 

6．１２月１４日（水）は、クリスマス家族例会です。

ご家族も含め、お食事にアレルギーのある方は、

本日事務局までお知らせください。 

7．ピンクシャツデー2023 の活動支援を今年も実

施します。子ども達のいじめストップ活動に協賛

したいと思います。寄付金額は１２月理事会に諮

り決定いたします。 

 

◎表彰 

 

 

 

 

 

 

福嶋会員の長寿会員表彰です。 

 

 

 

 

 

 

横尾会員の長寿会員表彰です。 

本日欠席の八木会員も長寿会員表彰されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

阿曽会員の 35 年間出席率 100％表彰です。 

◎委員会報告 

親睦委員会             宮島史裕委員長 

 

 

 

 

 

 

海野会員、淺井会員、横尾会員の配偶者誕生祝

いです。 

 

◎奨学金 

 

 

 

 

 

チョ ソヨンさんへの奨学金です。 

 

◎ゲストスピーチ 

国際ロータリー第 2590 地区  地区ロータリー

財団補助金委員会 副委員長  當麻洋一様 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロータリー財団について」 

それでは先ず、ロータリー財団の概略について

お話し致します。今から１０５年前の１９１７年、

第一次世界大戦・ロシア革命と云った時代背景

の中で、当時の国際ロータリー会長:アーチＣ.ク

ランフが提唱した、「世界でよい事をするために」

と云う理念から基金が生まれました。最初の寄

付額は、わずか２６ドル５０セントだったと云う事

ですが、１１年後には「ロータリー財団」に名称が

変更され、今では、人道的・教育的な奉仕活動

を行う大きな非営利法人に成長し、その寄付額

は、主に恒久資金として１０億ドル以上を受ける

財団となっています。国際ロータリーが「奉仕の

理念を追求する組織」であるとするならば、ロー

タリー財団は「奉仕の実践を行う組織」と云う事

になります。 



ロータリー財団の活動は、国際ロータリーの 

「重点項目」、即ち 

1．平和と紛争解決・紛争予防 

2．疾病の予防と治療 

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．地域社会の経済発展 

7．環境の保全 

この７項目を基本軸として、国際的或いは地域

社会をフィールドとした社会奉仕活動、国際親善

を兼ねた奨学生の派遣、専門職業分野での技

術指導者の派遣や研修者の受け入れ、国際的

な平和構築の為の人材育成など、幅広いプログ

ラムの実行・実現へのお手伝いをさせて戴いて

おります。その活動の主旨が広く公的にも理解

され、２０１０年１２月２４日に内閣府より公益財

団法人としての認定を受け、以来、ロータリー日

本財団への寄付者に対する税制上の優遇措置

を受ける事が可能となりました。 

「ロータリー財団の資金は、プログラムにどのく

らい使われているのか？」と云う点も気になられ

ると思います。現況では、皆様からお預かりした

寄附金の約９０%が、慈善事業のプログラムとそ

の運営費に使用されています。ロータリー財団

の一般管理運営費の割合が低く抑えられている

事は、他の財団と比較しても特筆すべきもので

す。それゆえに、奉仕団体の格付け機関である

チャリティーナビゲータからも、１４年連続で最高

評価の４つ星を受けています。この４スターの評

価を受けているのは、何千もの慈善団体の僅か

１％と云う事ですから、ロータリー財団の財務の

健全性、説明責任と透明性に対する徹底した姿

勢が高く評価されている事が分かります。 

ロータリー財団の活動とはどのようなものなのか、

その概略をお話しさせて戴きます。「地区補助

金」=“ＤＧ”は、地区内・地区外を問わずクラブで

実施する奉仕プロジェクトで、交付される補助金

予算の上限は３，０００ドルです。但し、プロジェ

クト費用の総額の２０％はクラブが負担する事に

なっているため、上限一杯３，０００ドルの補助金

を受けるためには費用総額３，７５０ドル以上の

プロジェクトを申請戴く事になります。尚、個別の

補助金の金額については、地区が決定致します。

地区補助金でのプロジェクトは、皆様には一番

身近に感じて戴ける財団のプロジェクトであると

思います。補助金の交付額については、プログ

ラムの内容を精査し、担当クラブの寄付状況な

ども加味して決定されます。また、申請は書面郵

送と定められており、本年度の締め切りは明春

２月末日の予定となっています。 

「地区補助金」の申請を受けるのに際して、ロー

タリー財団は次の通り制約を設けています。 

1．特定の政治的・宗教的見解を推進する活動、

宗教活動は不可です。 

2．土地や建物の購入、建物の新たな建設等は

出来ません。但し、橋・太陽光パネル・道路・電

力供給網等を含む建物や、既存の建物の増築・

改修は可能です。 

3．プロジェクト受益者や協力団体への単なる金

銭的支援は不可です。 

4．ロータリー財団の審査・承認前に既に経費が

発生した活動は不可です。 

5．ロータリーのロゴマークは規程に則り、正確

に使用しなければなりません。 

6．プロジェクトに関与するクラブの会員が、実施

に当たり些かなりとも利益・恩恵を受けることは

出来ません。 

7．支援先が異なる場合でも、同一プロジェクト

の申請は３年度までとなります。 

以上がロータリー財団による制約事項です。 

また、財団による制約事項とは別に、当地区とし

ての制約事項があります。 

1．地区補助金を使用した他クラブとの合同プロ

ジェクトは、当地区としはて推奨しません。仮に

合同プロジェクトを立案しても、１プロジェクトとし

てカウントし、補助金交付額は３，０００ドルの上

限を適用します。 

2．過去に補助金を使用して支援した同一支援

先へのプロジェクトは不適格とします。新規プロ

ジェクトの企画を推奨します。 

3．クラブの周年行事への補助金使用は認めて

いません。 

4．ロータリンアンが積極的にプロジェクトに関

与・参加しなければなりません。 

以上が、ロータリー財団による制約に当たらなく

とも、地区としては推奨されない、或いは認めら

れない事項となりますので、申請に際しては考

慮戴ければ幸いです。 

尚、地区補助金プログラムを利用する為には条

件が決められています。今年であれば１２月８日

にソシア21で開催される「ロータリー財団補助金

管理セミナー」にご参加戴く必要があります。ま

た、地区に“ＭＯＵ＝Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｏｆ Ｕｎｄｅ

ｒｓｔａｎｄｉｎｇ”「クラブ参加資格認定の覚書」をご

提出戴くことが必要です。ＭＯＵには、会長と会



長エレクトの連署を求めます。これは継続性を

持って実行プログラムの管理を行って戴くため

のものです。この２つを満たす事が補助金申請

に際しての前提条件となります。 

また、補助金交付決定の審査にあたりましては、

当該クラブの「年次基金」の寄附実績が加味さ

れる可能性があります。即ち、一人当たりの寄

附目標額１５０ドル以上を達成したか否かが、実

施年度のプロジェクト選考に影響を与える事に

なります。 

結びになりますが、地区のロータリー財団委員

会の「資金推進委員会」が各クラブに対して財団

への理解促進・寄付増進に向けての相談・助言

を実施して参ります。単に「寄附を依頼する」の

ではなく、財団への理解促進を図る事で、結果と

しての寄付の増進を図って行く事を目指してい

ます。従前、財団に対する資金協力に重きを置

いておりましたが、その過程の中でともすれば、

ロータリー財団に関する十分な広報と理解促進

の為の活動は薄れていた様です。これまでの主

な取り組みであった「資金推進=寄附」ではなく、

「資金推進=財団への理解、そして理解を踏まえ

ての寄附協力」と云う構図に変えて参ります。 

ロータリー財団による「奉仕の実践」への参画が

クラブを活性化し、ロータリー全体の発展に繋が

る事を大いに期待するところです。今後とも宜し

くご理解とご協力を賜わりますよう、重ねてお願

い申し上げます。 

ご清聴、誠に有難うございました。 

※卓話の詳細は横浜港南ロータリークラブの

YouTubeでご覧ください。（こちらをクリック↓） 

https://www.youtube.com/channel/UCQlkiaAK6

dhKrMpFADN7U1Q 

 

◎ニコニコボックス         青柳民朗委員 

地区ロータリー財団補助金委員会 當麻洋一様 

本日は、財団月間と云うことで卓話のご依頼を

戴き有難うございます。「世界でよいことを」との

理念の下に活動を続けるロータリー財団につい

て、皆様のご理解が深まり、更なるお力添えが

得られれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

 

佐々部会長 松村幹事 青柳会員 根本会員 

平山会員 宮下会員 

地区ロータリー財団補助金委員会當麻洋一様 

のお話を楽しみにしています。よろしくお願いし

ます。 

淺井会員 横尾会員 

配偶者誕生祝いをありがとうございました。 

上杉会員 坂巻会員 高栁会員 

地区ロータリー財団補助金委員会當麻洋一様 

ようこそいらっしゃいました。 

 

海野会員 

地区ロータリー財団補助金委員会副委員長當

麻洋一様よろしくお願いします。配偶者誕生祝

いをありがとうございました。 

 

大井会員 

地区ロータリー財団補助金委員会當麻洋一様 

ようこそいらっしゃいました。仕事の都合で卓話

を伺えず、申し訳ありません。 

 

山野井会員 

所用の為、中座します。 

 

（同じ内容の方はまとめて掲載） 

ニコニコボックス本日合計 25,000円 

ニコニコボックス累計 404,000円 

 

◎米山チャリティボックス     青柳民朗委員

佐々部会長 上杉会員 大井会員 坂巻会員 

高栁会員                    5 名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 6,000円 

米山チャリティボックス累計 124,000円 

 

◎Ｒ財団               青柳民朗委員

佐々部会長 青柳会員 海野会員 大井会員 

坂巻会員 宮下会員             6 名 

Ｒ財団本日合計 6,000円 

Ｒ財団累計 58,000円 

 

◎次週の予定：１１月２３日（水） 休会 

１１月３０日（水） 休会 

１２月 ７日（水） 年次総会           

 

◎会報                國光一平委員 

 


