
 

  

例会記録  

会員総数   57名 出席会員数 26名 

ゲスト      0名 ｵﾝﾗｲﾝ参加   0名 

ビジター     3名 その他       2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局       2 名 
 

 
   

 

 

ニコニコボックス  

浅野会員：あけましておめでとうフございます。

本年も宜しくお願い致します。 

齊藤、崎山、藤谷、吉沢会員： 

 本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

須藤会員：正月 3 日孫がコロナ罹患おまけに 

濃厚接触者。 6 日には内孫が誕生。 

細谷会員：夫人誕生日、いつもきれいなお花 

をありがとうございます。患者さんたち 

も喜んでいました。5 千札がなかったので、 

1 万円寄付致します。 

結婚記念日：地引会員（16 日） 

山田俊之会員（27 日） 

お誕生日：垣見会員（2 日）地引会員（2 日） 

      加賀会員（16 日）福田会員（31 日） 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日：地引会員（26 日） 

 

 

次回予告  

第20回例会 2023、1，30（＃2367） 

 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係   山田俊之会員     

    受付係  秋山会員  住吉会員 

司会者  守屋会員 

ソングリーダー  崎山会員 

 

卓話「世界最高峰！ 

日本の水産技術で 

世界の食糧危機を救う」 
 
 ㈱シーテック取締役 小野寺 毅氏 

紹介者 藤田会員 

会長報告 

1） 皆様、明けましておめでとう御座います。 佳い新年をお迎えの事と存じます。 今期も折り返し地点ですが、どうぞ 

よろしくおねがいいたします。 

2）飯嶋会員に、ロータリー財団よりベネファクターの認証状が届いております。 特別寄付を有難うございます。 

3）皆様には、ご案内しておりますが、ポリオ根絶チャリティー寄席は 2月４日（土）に開催致します。 1枚 3.500円の 

チケットをお買い上げ頂き、一部をポリオプラスへ寄付となりますので、どうぞお一人 6枚を目安にご協力ください。 

 

幹事報告 

1）昨年末、お陰様でクリスマス家族会を開催出来ました。皆さまありがとうございました。 

2）例会終了後に定例会理事会がございます。該当の方はおのこりください。 

3）ポリオ根絶チャリティー寄席のチケットを1枚でも多くお買い上げ下さい。 

 

  

  本日の例会プログラム 

第 19回例会 2023.1.23（＃2366）      舞の間 

例会ホスト・紹介係    山本君 

受付係   秋山君       住吉君 

司会者    守屋君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君 

卓話「日本酒にまつわるショートストーリー」 

   合同会社リンクリンク代表 酒井 とし江氏 

紹介者 齊藤会員 
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 前回の報告  

第 18回例会 2023.1.16（＃2365）      舞の間 

例会ホスト・紹介係    山田剛史君 

受付係   地引君       鈴木君 

司会者    守屋君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君 

卓話「三役新年挨拶」 

    

浅野泰弘会長・齊藤栄太郎副会長・加賀聡幹事 

 

 

 
 

 

 
 

   2022〜23 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長    Jennifer E.Jones 

 

 

ポリオ根絶チャリティー寄席 
    2 月 4 日（土）  12：15開場 13：00開演   会場：国立演芸場 

 落語： 桂 竹紋      奇術： マジックジェミー  落語： 雷門 小助六   ものまね：江戸家 まねき猫 

      春風亭 昇也   落語： 三遊亭 圓丸        桂 枝太郎       落語：桂 竹丸 

 



 
 

  
 

  

 
ロータリー財団あれこれ 

ロータリー財団委員長 濱田広道会員（11/14卓話）

 

 

地区のＲ財団委員会としては、地区の委員を卓話に呼ぶ

のではなく、各クラブのＲ財団委員長が自分の言葉で卓話を

する方が望ましいとお考えですので、今日は、Ｒ財団委員長

として、自分の言葉でＲ財団の説明をしようと思います。 

何を話すべきか考えたのですが、実は、何か寄付がした

いと思っても、実際にはどうすればよいのか、自分でもよく分

かっていないことに気づきました。ですので、今日は、まず初

めに、極めて初歩的な寄付の話から入ろうと思います。 

１ Ｒ財団への寄付はどのような方法でするのか 

（１） Ｒ財団から要請されている 1 人＄２８０以上の年間

寄付（年次基金＄１５０、恒久基金＄３０、ポリオプラ

ス＄８０、Ｒ平和フェローシップ＄２０）については、

納めていただいている年会費から、事務局が、すべ

ての会員について一律に＄２８０ずつ財団に寄付し

ますので、会員の手間はありません。 

（２） その他の寄付を会員が行いたいと思ったときは、国

際ロータリーの「マイロータリー（My Rotary）」という

ページにログインし、その右上にある「ご寄付」という

ボタンをクリックすると、クレジットカード決済による

寄付ができます。ドル建てです。 

（３） マイロータリーからの寄付がうまくできないときは、ド

ル建て換算の日本円を村上さんに託して、手続をし

てもらいます。Ｒの換算レートは月ごとに変わるので、

何月に寄付するかを村上さんに申し出てもらえれば、

寄付しようと思うドルを日本円に換算したちょうどの

金額を教えてもらえます。その金額を用意して村上

さんに預けてください。送金手数料はクラブの負担

です。 

（４） 米山奨学金は、Ｒ財団への寄付ではないので、上

記と異なり、「10 万円寄付します。」というような話を

村上さんに申し出てもらう必要があります。 

２ Ｒ財団への寄付にはどのような種類があるのか 

① 年次（プログラム）基金は、年次プログラム用の寄

付金を入れておくもので、元金で財団の奨学金や

補助金を支払います。寄付金は、寄付の約 3 年後

に使われます。収益基金は、この 3 年間の寄付収

益を入れておくもので、プログラムの運営、寄付増

進、一般運営費に充てます。管理運営のために

5％が差し引かれた後、Ｒ年度末に国際財団活動

資金（ＷＦ＝World Fund）と地区財団活動資金（ＤＤ

Ｆ＝District Designated Fund）に分けられます。地

区の年次寄付額の６０％がＤＤＦとなり、地区補助

金及びグローバル補助金となります。 

② 恒久基金は、収益だけを財団プログラムの支援に

使う基金です。財団への毎年の支援を補い、それ

によって少なくともある程度のプログラム活動を行

い、また、将来における人類の緊急のニーズに応

える新プログラムまたはプログラムの拡張を容易に

しようとするものです。 

 

 

 

 

③ ポリオプラス基金は、ポリオ根絶の諸活動に充てら

れます。 

④ Ｒ平和フェローシップは、奨学金に充てられます。 

⑤ 災害救援基金は、災害救援補助金に充てられます。 

３ ロータリー賞へのエントリー 

当クラブは、今年度、ロータリー賞にエントリーしまし

た。 

Ｒ財団委員会としては、「ベネファクター５人以上」という

目標に協力します。 

「ベネファクター」とは、恒久基金に＄１０００以上の寄付

をした人などをさします。 

現在、申し出ているのは、浅野会長、齊藤副会長、加

賀幹事、小生の４人ですので、あと１人以上のお申し出を

お待ちしております。 

 

このあとは、残された時間で、ＲＩが作成したプレゼン資料

を見ながら、かいつまんで、Ｒ財団の説明をします。 

Ｒ財団は、アーチ・クランフという人が始めました。 

先ほどの話とも重複しますが、Ｒ財団への寄付金には、恒

久基金・年次基金・ポリオプラス基金・災害救援基金があり

ます。 

補助金には、グローバル補助金と地区補助金がありま

す。 

補助金の申請スケジュールに注意する必要があります。 

今年度でいうと、申請期間は２０２３年１月から２月末です

が、その補助金を使う事業は２０２３年７月以降に開始する

必要があります。つまり、次年度にどのような事業を行うか

を考えて、当年度に申請をしなければなりません。 

アイデアのある方は、お申し出いただきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

以上 
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