
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 日野典子 幹事 大島昭夫 会報 小谷恒夫   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

人類に奉仕するロータリー 
本日 第 655 回例会 2016 年 11 月 5・6 日（土・日曜日)第 647 号 

  

  

前回 第 654 回例会 2016 年 11 月 1 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞       「君が代」「奉仕の理想」 

 

  

＜出席報告＞ 

カレーセット 

 

員総数 20 名  

出 席 者 12 名 出席率 60.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

 

 

＜会長挨拶＞           

 

愛知長久手ロータリークラブ  

会長 日野  典子     

        

 

 

 

先日、犬山ロータリークラブの創立 55周年記念事業に出席させて頂きました。 

犬山ロータリークラブは一宮ロータリークラブの親クラブを持ちとても厳格で崇光なロータリー

クラブです。姉妹提携クラブとして台湾草屯ロータリークラブの皆様もわざわざ台湾からお越しに

なっておられました。他にもオーストラリアのロータリークラブさんとの交流もあり別日で来られ

ていたそうです。 

この周年事業を見てこれから愛知長久手ロータリーと台湾中原ロータリークラブとの姉妹提携を

考えてみました。 

犬山ロータリークラブは台湾のロータリークラブと 42年のお付き合いだと聞いております。その

中で両ロータリークラブによって犬山市と台湾の草屯鎮は民間交流も始まり双方の交換事業がい

ろいろとなされて来たそうです。このようなお互いの交流から親交を深めて友好が大きくなる様を

見て改めてロータリークラブの姉妹提携の意味を感じて来ました。 

そして 55周年の事業として犬山市と扶桑町に寄付をされ台湾草屯鎮にも寄付して感謝のお礼を頂

いて入られました。 

本当に素晴らしい 55周年記念事業でした。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１６－２０１７ 

WEEKLY 

 



＜委員会報告＞  

  

 

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

・ロータリー財団月間に因み卓話をさせて頂きます。       ロータリー財団副委員長    櫻井  繁 

・お世話になります。宜しく                  名古屋北ロータリークラブ  浦野  三男 

・ロータリー財団櫻井様ようこそおいで下さいました。卓話よろしくお願いします。       日野 典子 

 名古屋北 RC浦野様ごゆっくりしていって下さい。  

・日常より大変お世話になっております。ロータリー財団委員会副委員長 櫻井繁様         丹羽 司一 

  名古屋北 RC浦野三男様本日は宜しくお願い致します。           

・今月 11月 18日満 66歳になりました。人生長い様で短いですネ！本日も宜しくお願い致します。白石政二郎 

・本日はよろしくお願いします。                              冨田 盛義 

・本日はよろしくお願いします。                                                            伊藤  広治 

・櫻井様卓話有りがとうございます。楽しみにしています。浦野様ようこそ。伊藤さん白石さん   大島 昭夫 

 お目出とう。 

・ロータリー財団委員会副委員長 櫻井繁様ようこそ。本日の卓話よろしくお願い致します。    山田  文明 

  名古屋北ロータリー浦野様ようこそ。白石さん、伊藤真さんお誕生日おめでとうございます。 

・11月となり冷たい風となりました。本日は櫻井様、浦野様ようこそおいで下さいました。    中川 清子 

 お誕生日は伊藤真さん、白石さんおめでとうございます。本日もよろしくお願いします。 

・久しぶりの出席となりました。実りの秋、何かと忙しい日々を過ごしています。                吉田  濵一 

 本日はよろしくお願いします。 

・本日もよろしくお願いします。                               田中 信子 

・浦野さんようこそお出で下さいました。伊藤さん、白石さんおめでとうございます。      林  正俊 

・櫻井様ようこそいらっしゃいました。今年もあと 2ヶ月となり寒さも日々深まり心も寒いです。  宮下智香子 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                       伊藤  真 

・申し訳ありません。早退させて頂きます。櫻井様の卓話お聞き出来ず残念です。            大月 涼子 

・本日もよろしくお願い致します。                             小谷 恒夫 

      “利き酒会
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  酔わせて飲んで  5 5
ごじゅうご
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さけ

   千鳥
ち ど り
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にもモンローウォーク” 

 

＜幹事報告＞ 

① 本日例会終了後第 5回理事役員会が行われます。理事役員の方は例会終了後お集まり下さい。 

 

②  10/29(土)犬山ロータリークラブ創立 55周年記念お祝い電報をクラブより送られていただきました。 

 

③ 本日地区大会プログラム冊子をお配りいたしましたが、次週例会は 11/6(日)地区大会になります。 

場所はウェスティンナゴヤキャッル、受付時間 9:00～開会 10：00 閉会 16：00となります。 

 

④ 次回例会は 11/6(日)地区大会になりますが、裏面の今後の予定のご確認をよろしくお願いいたします。 

次週 11/15(火)は同週祝日振替休会・11・20（日）東尾張分区 IM になります。IM に出席させます方には再

度お時間・場所のメールをさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

 

⑤ 11/29(火)は夜間例会となります。18:00より東急ホテルにて中原 RCとの調印式が行われます。今週中 

にご案内を送らせていただきます。皆様お忙しいとは存じますが、ご出席いただきますようお願いいた 

します。 

 

11 月 7 日    伊藤 真  

  

 11 月 18 日    白石政二郎 

      

  

    

   

   

              

    



 

＜卓 話＞        

ロータリー財団月間 卓話内容         卓話者 :Ｒ財団委員会副委員長 櫻井 繁（名古屋南ＲＣ所属） 

■本日の卓話について  

  １ Ｒ財団の 100年の歴史 

  ２ Ｒ財団 寄付の種類 

  ３ 国際ロータリーとＲ財団の関係について 

  ４ ２７６０地区Ｒ財団委員会の役割と仕事 

  ５ 補助金について  （地区補助金とグローバル補助金） 

 

■寄付の種類について（３種類） 

  【年次基金】本年は 1人当たり１８０ドルの寄付をお願いする 

            ３年後に地区活動資金として戻ってくる 

  【恒久基金】寄付の元金を使わず、運用益のみ奉仕ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに利用 

            １０００ドル寄付するとﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰの認定が受けられる 

  【使途指定寄付】 使途を決めて寄付をする 

             ポリオ 、 奨学基金 、 平和フェローシップ  

             ※税制上の優遇措置が受けられます。 

 

■ロータリー財団１００年の歴史 

 1905年 シカゴロータリークラブ誕生 

 1917年 アーチ C．クランフ RI会長、 

  「世界で良いことをする為に」をテーマで基金設置 

         ※1914年～1918年 第一次世界大戦 

 1928年 その基金が後に「ロータリー財団」と名づけられて 

    国際ロータリー内の新しい組織となり現在の 

    ロータリー財団にいたっています。 

 1947年 ロータリー創設者のポール・ハリスが亡くなると、 

   多くの人びとから国際ロータリーに寄付が寄せられました。   

   「ポール・ハリス記念基金」となり、その後の 

    ロータリー財団の発展のために役立てられました。 

1917 年 26 ドル 50 セントの寄付から始まったＲ財団は、現在 10 億ドル以上の寄付を受けるほどの大きな

財団に成長しました。 

 ２００２年 愛知長久手ロータリークラブ創立 

 2010年 未来の夢計画 ３年間のパイロット期間開始     

 2013年 未来の夢計画 世界展開  

    世界中のﾛｰﾀﾘｱﾝがｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾆｰｽﾞに応えられるように 

    新補助金ﾓﾃﾞﾙ導入（地区補助金、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金） 

 本年 ロータリー財団創立１００周年 

          

■国際ロータリーとＲ財団の関係 

   国際ロータリーの方針・戦略を受けて、 R財団は具体的活動を推進する 

   国際ロータリー  ３つの戦略計画 

       「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕活動の重点化と増加」 

     「公共イメージと認知度の向上」 

 

■Ｒ財団の補助金について 

  地区補助金    

   事業規模・内容 

     海外・地元を問わず比較的小さな教育的活動や人道的活動を 

    支援する。 

   事業予算 

     補助金５０％未満 クラブ拠出金５０％以上の事業（＝当地区のルール） 

     予算下限額なし・事業補助金申請上限額１クラブ１００万円まで 

   事業実施期間 

      当該年度 7月～2月に実施される事業に限る   



     クラブは全ての補助金事業実施年度に対し１事業のみ申請可能 

      申請書の提出期間： 2017年 1月～3月 

      事業の執行期間：  2017年７月～２月末 

      補助金申請上限額： 1クラブ 100万円迄 

   ＮＧ集 

    ① 事業内容を勝手に変更しない事  

    ② 単なる寄付金事業や他団体が主催する物に相乗りするだけの事業 

           ＝ロータリアンがどの様に汗をかくのかが重要 

    ③ 補助金支給額に対しクラブ拠出金が５０％以上 

    ④ 最終報告書に添付する資料などの不備  領収書、記録写真（日時入り） 

    ⑤ 補助金専用口座を設けず、資金使途が明確でない事業 

  グローバル補助金   

   大規模なプロジェクトに活用できる補助金 

   ６つの重点分野の内１つ以上があてはまる事業 

   長期的事業 （持続的で効果が測定が可能な事） 

   事業予算の下限額は３万ドル以上で２カ国以上のクラブ又は地区が参加する事 

     地区が補助する地区活動資金から総額 5万米＄まで申請は随時受け付けます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 15 日(火) 11 月 20 日(日) 11 月 29 日(火) 12 月 6 日(日) 

 

規定休日 

 

 

東尾張分区 IM 

 

中原 RC 調印式 

 

年次総会 

 

 (名鉄犬山ホテル) (名古屋東急ホテル) (トヨタ博物館) 

 


