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鈴鹿西ロータリークラブ会報
所属:

国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グループ;

創立:

1985 年 3 月 27 日; RI 認証:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
059-383-7077; FAX: 059-383-8501;

E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会食事: 12: 00; 例会:

12: 30-13: 30;

第 1620 回例会 2019 年 11 月 12 日(火)
本日は、ロータリー財団月間に因んで、地区財団

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール
例会進行: 岸本春雄 副ＳＡＡ

部門

補助金担当副委員長

上野東ＲＣ伊藤

泰

開始: 12：30 終了: 13：30

載様に卓話を頂きます．よろしくお願い致します．
補助金に付いては伊藤様にお話し頂きますので、

点鐘: 会長 服部高宣
ソング: 君が代 奉仕の理想

私からはロータリー財団奨学生について少々お話

ソングリーダー:

しさせて頂きます．
赤い表紙で出来ている『赤本』と呼ばれている「ロ

勇

ータリー財団奨学生名簿」には、奨学生の名前、種

理維子会員

別、派遣年度、性別、推薦クラブ、留学大学、現住
所、出身校、勤務先、電話番号まで詳細に記載され
ています．現在は、個人情報保護への配慮により廃
止となったため、初代ロータリー財団奨学生の

ゲスト：ロータリー財団部門・補助金小委員会

1950 年（昭和 25 年）から 1990 年（平成 2 年）

地区補助金担当副委員長 伊藤泰載様

までの情報の記載となっていますが、それでも、そ

（上野東ＲＣ）

会長挨拶

の数は総勢 3,032 名にも及ぶそうです．

服部高宣 会長

有名どころでは、先日お亡くなりになった日本人
二人目の奨学生、元国連難民高等弁務官「緒方貞子」
さん．
ちなみに曾祖父は第 29 代総理大臣「犬養毅」．
経歴については皆さん重々ご存知だと思いますの
で、割愛させて頂きます．
本題はこちらで、先日、フランス留学を目指す学
生が書いた記事を読む機会がありました．それは彼
が、国際ロータリー第 2580 地区 2017-2018 年度
ロータリー財団奨学金プログラムに出願をした際
のことを書いたものでした．
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高みを目指す学生の多くが出願するロータリー があったとしても、本人の強い思いや能力までは知
財団奨学金は、数ある奨学金の中でも「激戦」と評 り得ません．それでも、現在までロータリークラブ
価される補助金だと書かれています．申請する際、 から奨学金を受けた 35 万人の中から、地域や世界
ホームページの説明を読んだ彼の感想は、
「ロータ で活躍するリーダーが数多く生まれていると言う
リークラブ、ロータリー会員、ロータリー地区、ロ ことは、その方法がどうであれ、正しく道理にかな
ータリアン・・・などと、呼称があまりにも多く、 った選考で見抜かれた優秀な人材が奨学金を受け
どれが何を指しているのかがよく分からない上に、 ているのだと思います．
文章も難しくチンプンカンプン．ところが、実際に

この記事を書いた彼は、「少しでも未来のリーダ

申請をしようとすると、その流れは至ってシンプル．ーである皆様のお力になれれば」と、自分が不合格
申請書類 3.4 枚を簡単に記入し、語学力証明書を一 になった際に書いた申請書類を公開しています．そ
緒に送付するだけ．しかもその書類だけで地区補助 して彼は、別の奨学金を受け、フランス留学を果た
金とグローバル補助金のいずれにも同時に出願で

したそうです．

きる．これだけ複雑な組織の奨学金にこれだけ単純

激戦と言われる奨学金が故、彼のように、ロータ

に応募できてしまうことに、何か違和感があるが、 リー財団奨学金からは外れてしまった方もたくさ
そう書いてあるのだから、これで出願してみよう」 ん居るとは思いますが、今度はその中から、ロータ
と言うものでした．

リー会員としての仲間が生まれることを期待した

結果、1 週間ほどで返送が来て、一次書類選考で いと思います．
不合格だったそうです．

幹事報告

不合格になった彼の感想は、
「単純に、自分の申

藤野恵子 幹事

請方法にミスがあったのかもしれないが、おそらく
そうではない．根拠のない噂だが、どうやらロータ
リー財団の補助金に採用されるためには、ロータリ
ー地区やクラブなどと強いコネクションを持って
いる必要があるようだ．ただ、仮にそれが事実だと
しても、それを否定するわけではなく、申請書類
3.4 枚だけの情報のどこの誰かも分からない学生
より、ロータリーと関わりのある学校や企業から紹
介を受けた学生を選ぶのが世の道理である。」と言

1.当クラブの例会について

うものでした．

＊11 月 19 日（火）休会

どのように選考されているのか詳細は分かりま

＊11 月 26 日（火）は、宮崎弘夫ガバナー補佐訪

せんが、彼が言うように、どこの誰かも分からない

問例会

学生が、強い意志を持って臨んでいるのかは確認を

2.鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変更

し難いものです．そして、例え紹介やコネクション

のお知らせ
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鈴鹿ベイＲＣ：11 月 28 日（木）特別休会

日時：2019 年 12 月 1 日（日）13：30（開

鈴鹿ＲＣ：12 月 18 日（水）⇒12 月 21 日(土)18

場 13 時）～16：00

時忘年家族例会のためコンフェット鈴鹿

場所：鈴鹿市文化会館 けやきホール

平安閣

10.11 月 26 日（火）例会終了後、第 8 回.理事・

12 月 25 日（水）特別休会

役員会を事務局において開催いたします．

鈴鹿シティＲＣ：12 月 18 日（水）クリスマス

委員会報告

例会のためクラブ蝶々
3.地区大会参加者へ参加者名簿と注意事項等

＊11 月度諸事お祝い

（最終案内）を配布してございます。ご確認

【会員誕生日】岩崎 透会員、田中

通会員

のほどお願いいたします。
4.地区ガバナー事務所より、九州北部豪雨災害
（第 2740 地区）へ 73 クラブ 1,856,933
円の義援金送金の報告と礼状を拝受．
5.2019 年 11 月のロータリーレートは、 １ド
ル＝108 円とＲＩ日本事務局より連絡が
ありましたのでお知らせ致します。
6.2019 年度版手続要覧 日本語版の注文案内
が届きました．
（1 冊 ＄10）
購入される方は名簿を回覧しますので記
入してください．

【結婚記念日】世古口弘子会員、小林

7.ポリオ根絶 2020 年新春チャリティコンサー

充・克

子様、森 豊・久美子様、桃井力生・澄子様

トのご案内
開催日時：2020 年 2 月 18 日（火）18：15
開演（開場 17：45）
場所：名古屋電気文化会館 ザ・コンサート
ホール
※チラシを配布してございますのでご覧下
さい．チケットを申込まれる方は名簿を
回覧しますので記入してください．
8.亀山ロータリークラブより、創立 28 周年記
念例会（11 月 1 日開催）の礼状を拝受．
9.（公財）鈴鹿国際交流協会 設立 30 周年式
典のご案内
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伊藤泰載様（上野東ＲＣ）：本日はよろしくお願

＊三重県インターアクト協議会報告
田中

いします．

通 インターアクト委員長

※岩崎

透：誕生祝いありがとうございます．満

83 歳になりました．今後ともよろしくお願い
します．
※桃井力生：①結婚祝いありがとうございました．
か んべ

②10 日前の日曜日に神戸のトリトバで尺八演
奏があり聴きに行き、触発され神戸公園で尺八
の練習をしています．
服部高宣：地区財団部門補助金担当副委員長 伊
藤泰載様の卓話お世話になります．よろしくお

＊忘年ゴルフ大会について
加藤

稔 ゴルフ部会

願い致します．

部会長

植田幸嗣：ロータリー財団月間に因んで卓話を地
区補助金担当副委員長の伊藤泰載様にお願い
しました．よろしくお願いします．
若林忠義：今月になって同級生が 2 人亡くなりま
した．五体不満足な私が下手なゴルフをしなが
ら今年も送れそうで感謝しています．
大泉源之：ロータリー財団担当の伊藤様、御苦労
様です．
杉村吉雄：本日は声がでません．出席報告は岩崎

出席報告

さんにお願いしました．すみません．

（代）岩崎 透会員

沖

正会員 39 名中 22 名出席．出席率：64.70％

本日のプログラム

ニコニコボックス報告
岩崎

※ 多額

俊成：伊藤様、本日はありがとうございます．

「ロータリー財団月間に因んで」

透 親睦・家族副委員長

講師の紹介をする植田幸嗣 ロータリー財団委員長
順不同・敬称略
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されました地区補助金・グローバル補助金の総事業
数は 169 件、奨学金による留学生は 17 名、地区財
団活動資金の総額は 100 万ドル(約 1 億 1000 万円)
という大きな成果を積み重ねていただきました．
多くのクラブが地域や世界の人道奉仕に貢献さ
れています．それでは詳しく説明します．
1. 補助金のあらましとして補助金制度があります．
優先事項として財団プロクラムとその手続きを
簡素化し公共イメージの向上と的を絞った奉仕
活動、地元・海外両方の奉仕活動の支援を行い

2630 地区ロータリー財団部門

ます．また申請を受けて地区の決定権を広げま

補助金小委員会地区補助金担当

す．

副委員長 伊藤泰載様

2. 補助金の財源・シェアシステム（寄付金の流れ
と補助金制度）

11 月はロータリー財団月間です．この度月間に

ロータリアンからの寄付には、年次基金寄付と

卓話をさせていただく機会を与えてくださいまし

恒久基金寄付・使途指定寄付があります．地区

て感謝申し上げます．また日頃はロータリー財団へ

が補助金として使用できる金額(DDF 地区財団

のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます．

活動資金)は 3 年前の年次基金寄付(EREY)と恒

去る 10 月 19 日の地区補助金管理セミナーにご

久基金寄付投資の収益の合計の 50％で、その

出席されました 2020-2021 年度会長様は、ご理解

内の 50％(全体の 25％)が地区補助金として残

されていると思いますが、より詳しく本日補助金の

りの 50％(全体の 25％)がグローバル補助金と

活用を説明させていただきます．

して使用できます．またグローバル補助金は国

現在の補助金システムは、2013-2014 年度に発

際財団活動資金から上乗せすることができま

表されました「未来の夢計画」から始まり今年度で

す．

7 年目を迎えます．

3. 補助金の仕組み(地区補助金・グローバル補助

シカゴでロータリークラブが誕生した 12 年後の

金)があります．

1917 年アーチ・クランフ国際ロータリー会長が「世
界でよいことをしょう」と基金設置を提案しました．
この呼びかけに応えて最初の基金 26 ドル 50 セン

地区補助金は
・地元、海外を問わず比較的小規模なプロジェ
クトに使用できる．

トがロータリー財団の始まりと言われています．

・地区が補助金を管理し、短期の 1 度のみのプ

ロータリー財団はロータリーアンや篤志家の寄
付によって支えられています．ロータリーアンは、
自分たちの住む町や地区だけではなく、広く世界に

ロジェクト
・申請 3 年前のクラブ年次寄付(EREY)により
支給割合がきまる．

変化をもたらしたいと願っています．今までに実施
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・補助金は最高 12,000 ドル クラブ拠出金は

・本年度の地区補助金採択状況

原則 500 ドル以上

2018 年 12 月から受付開始し、2019 年 1 月

グローバル補助金は

末日に締め切りました申請件数 25 件が委員会

・6 つの重点分野のいずれかに関していること

において採択されました．

平和と戦争予防/紛争解決 疾病予防と治療

支給決定の地区補助金の総額は 176,651 ドル

水と衛生設備

日本円換算約 1,943 万円です．
4 月末にガバナ

母子の健康 基本的教育と識字率向上 経

ーの承認を得て、5 月中旬に TRF へ補助金支

済と地域社会の発展

給申請し、6 月 12 日受理されました．7 月下

・持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規

旬には申請されたクラブに支給されました．

模なプロジェクト

・地区補助金申請の流れは

・実施国のロータリークラブと実施国以外のク

全体の流れを理解しクラブの現状を認識し

ラブや地区が共同提唱することができます．

地域のニーズに考え応える何のために使うか

・補助金は、地区財団活動資金(DDF)に国際財

をよく考える．今すぐ補助金事業の計画に着手

団活動資金(WF)が上乗せされます．

する．2020 年 1 月 31 日まで申請書を提出す

クラブ拠出金は 1,000 ドル以上

る．2020 年 8 月ごろ補助金を受け取る．2020

また両補助金とも、奉仕プロジェクト、奨学金、
VTT(職業研修チーム)に利用できます．

年 7 月から 2021 年 3 月までに事業を行います．
2021 年 4 月末まで事業報告書を作成し必ず提

4. 補助金の利用状況

出する．

2013-14 年から今までに実施されました地区

クラブの現状を調べて下さい．クラブの 2017

補助金・グローバル補助金の総数は 169 件、奨

年-18 年のクラブの EREY を調べます．鈴鹿西

学金による留学生は 17 名、財団活動資金の総

RC は 136.51 ドルです．2630 地区の規定で

額は約 100 万ドルという大きな成果を積み重

は EREY100 以上 150 未満ですから 1.36×

ねてきました．このように 2630 地区の多くの

1,000 ドル＝1,360 ドルとなります．クラブ拠

クラブが地域や世界の人道奉仕に貢献されて

出金 500 ドルと合わせて 1,860 ドルの事業が

います．

できます．(MAX5,000 ドル)

5. 補助金を使うには複数年の準備が必要

・地区補助金の対象となる事業とは?

会長ノミニー 会長エレクト 会長と 3 年間計

地元、海外を問わず人道的プロジェクト、奉仕

画が大事になります．地域がロータリーに求め

プロジェクト、奨学金に使用できる

ているものを調査、そして事業計画し補助金申

「財団の使命」に関連していること。財団の使

請をします．また年 2 回の財団セミナーに出席

命「ロータリーアンが人々の健康状態を改善し、

が必ず必要になります．事業実施した後は報告

教育への支援を高め、貧困を救済する事を通じ

書の作成提出となります．

て、世界理解、親善平和を達成できるようにす

6. 地区補助金について

る事」
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ロータリーに対する地域のニーズを掘り起こ

等に掛ける費用が大きな計画は避けてく

す事業に使用する．○○周年記念事業とかには

ださい．

使用できない．継続事業には使用ではきない．

7. 事業の実施は 2021 年 3 月末までに終了

寄付行為や単なる物品の寄贈は対象にはなら

するように企画してください．実施年度

ない．ロータリーアンが主体的に活動する事業

の 4 月末には報告書を提出する義務があ

になっているか?他団体への相乗りだけでは認

ります．1 クラブでも報告書に不備があ

められません．

ると地区内全クラブの申請が不可とな

7. 地区補助金担当からのお願い

ります．

1. 申請者と報告者は同じ担当者が責任を持っ

8.地区補助金小委員会の役割

て提出してください．年度がまたぐ為に財

・各申請クラブのプロジェクト内容をしっかり

団委員長を交代するクラブが多い．セミナ

審査します(事業の内容と予算の適格性)

ーに出席された方が責任者になってくださ

・プロジェクトが確実に実行されるようサポー

い．

ト

2. 申請段階から綿密な計画を立ててください．
実現可能なプロジェクトを企画してくださ

る．

い．実施に当って問題が発生したのを理由

9.地区補助金の NG

に他の事業とすり替えはできません．
「取り

・事業内容を勝手に変更

あえず申請しとけ」ではなくしっかりとし

・単なる寄付行為や他団体が主催する事業に

た計画を立ててください．

相乗り

3. 申請書と報告書の資金管理項目は同じにし

4.

・資金使途が不明確な事業

てください．申請段階から精度の高い見積

・前年と全く同じ相手先に前年と全く同じ事業

もりをしてください．プロジェクト実施に

・過度な飲食、過度な看板や標識

当たり予算が足りなくなった為に急きょ企

・特定の受益者、団体に過度な支援

画を縮小予算が余るので申請には無かった

・既に行われているプロジェクト

事業を追加行うことは認められません．

・最終報告書の不備

地区補助金小委員会で申請内容を検討した 10.地区補助金申請の実例
うえで、訂正をお願いする事もあります．事

・地区補助金募集要項

業内容や予算書に言及する事もありますの

・申請書の書き方実例

でご了承ください．

・報告書の書き方実例

5. 申請件数が多く、予算が不足する場合は申

以上の書式等は 10 月 19 日の財団研修セミナ

請金額の減額をお願いする場合が有ります．
6.

・クラブからの申請に関する事前の相談を受け

貴重な地区補助金です効率の良いプログ

ーの中に記載されていますので参考にして
ください．

ラムや、事業内容に相応しくない看板
7

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
クラブの参加資格認定・覚書(MOU)があります．
11 月末までに必ず提出してください．
以上簡単に説明しましたが、質問等がござい
ましたら地区財団委員会迄お気軽にお問合せ
下さい．

会報発行担当：久志本敦史
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