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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:  1985 年 6 月 3 日(No. 1665);  

事務所:  〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;  

電話:  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 1646 回例会 2020 年 11 月 24 日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール 

例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング： 四つのテスト 

ソングリーダー：服部高宣会員 

ゲスト： ロータリー財団部門・補助金小委員会  

地区補助金担当副委員長 伊藤泰載様 

      

会長挨拶          森 豊 会長 

 

皆さんこんにちは．今月は、ロータリー財団月間

ですのでゲストの方は、財団の事では非常に詳しい

方でいらっしゃいますロータリー財団部門・補助金

小委員会 地区補助金担当副委員長の伊藤泰載（い

とう やすのり）様にお越し頂きました． 

後ほど良いお話をして頂きますので、宜しくお願い

致します． 

ロータリーとは、ビジョン、テーマがそれぞれ有

り世界有数の人道的奉仕団体で世界を変える行動

人の集まりです．connect『コネクト』（力をつな

ごう）trans form『トランス フォーム』(変えてい

こう)inspire『インスパイヤー』(インスピレーショ

ンを生み出そう)end polio『エンドポリオ』（ポリ

オをなくそう）とあります． 

ロータリーの名前は聞いた事は有るが何をして

いるかは知らないと言われる人が、たくさんいます．

私たちは世界有数の人道的奉仕団体で世界を変え

る行動人であると自信を持って言って欲しいです． 

さて、先週の水曜日、木曜日に伊勢志摩の方面に

ゴルフ部会の忘年ゴルフに行って参りました．成績

は加藤部会長から後ほど発表が有ると思いますが、

私は２日間共に準優勝を頂き、ニアピンもショート

８個中３個も頂きました．今年はお陰様で運転せず

にサロンバスで運転手付きだったので行き帰り飲

んで楽しく過ごさせて頂きました．加藤部会長始め

参加者の皆様には大変、お世話になりました． 

初日には奥村元会員と藤井 SAA 委員長、服部直前

会長はそれぞれマイカーで参加して頂きお疲れ様

でした． 

最近、新型コロナウイルスの拡大で毎日、東京は

じめ大都市では最多の更新をしています．三重県で

も 20 名を超えて鈴鹿でも毎日のように発生してい

ます．だんだん身近な人が感染して次は自分が感染

するかもしれませんので、もう 1 度、気を引き締め

てマスクの着用、手洗い、手指の消毒の徹底をして
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頂き注意をお願い致します． 

又次の日、１１月２０日は亀山ロータリークラブ

の創立２９周年記念例会が有りまして勇幹事と共

に参加させて頂きました．イタリアンレストランで

沢山ワインを頂きまして幸せな日々が続きました．

最近亀山ロータリークラブのメンバーを交えてゴ

ルフをしていませんので、田中会長へ令和３年１月

２１日に第 4 回ゴルフコンペが有るので、どうです

か？とお誘いしましたので加藤部会長手配を宜し

くお願い致します． 

最後に 2021 年６月に国際ロータリー年次大会

が台北で開催されます．台北大会プログラム及びオ

プション申込が事務局に有りますので、必要な方は

ご覧ください． 

 

幹事報告         勇 理維子 幹事 

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

◇ 12 月 15 日（火）忘年親睦・家族例会のた

めオーシャンテラス ホテル＆ウェディ

ング 

◇ 12 月 22 日（火）遊具贈呈のため鈴鹿和順

学園 

◇ 12 月 29 日（火）特別休会  

2. 地区ガバナー事務所より、2023-2024 年度ガ

バナー（ガバナーノミニー・デジグネート）候

補の推薦についてご案内を頂戴しております． 

1）2023-24 年度ガバナー候補者推薦書 

2）締切日： 2021 年 1 月 31 日（日） 

3）提出先： 国際ロータリー第 2630 地区  

地区ガバナー事務所「地区指名委員会」 

3. 本日例会終了後、第 9 回理事・役員会を事務局

にて開催いたします。 

委員会報告 

 ＊忘年ゴルフ大会（11/18～11/19）の 

報告    加藤 稔 ゴルフ部会部会長 

 

伊勢市に一泊で遠征ゴルを楽しみ会員相互

の親睦を深めてきました。 

出席報告         藤田 充 出席委員 

 

正会員 37 名中 21 名出席．出席率：75.00％ 

ニコニコボックス報告 

若林忠義 親睦・家族副委員長 

 
           順不同・敬称略 

 ※印 多額 

ロータリー財団部門・補助金小委員会  

地区補助金担当副委員長 伊藤泰載様 

（上野東ＲＣ）：本日はよろしくお願いします． 

※山崎ていじ：ご無沙汰しておりました．制限あり

ながら活動も少し出来てきました．来年 1 月
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20 日に新曲が出ます． 

 森 豊：ロータリー財団部門 補助金小委員会地

区補助金担当副委員長 伊藤泰載様よろしく

お願い致します． 

勇 理維子：伊藤泰載様ようこそいらして頂きま

した．本日は宜しくお願い致します． 

柴田友美：財団月間に因んで本日はロータリー財

団部門補助金小委員会地区補助金担当副委員

長で上野東ロータリークラブの伊藤泰載様よ

り卓話を頂きます．伊藤様よろしくお願いしま

す． 

岸本春雄：2 日目片足で優勝させて頂きました．

野間芳実：伊藤泰載様を歓迎して． 

川岸光男：ゲストの伊藤様鈴鹿西ロータリーにあ

りがとうございます． 

森 喜代造：上野東ロータリークラブの副委員長

伊藤様、本日卓話ありがとうございます． 

岩崎 透：伊藤泰載様よろしくお願いします． 

若林忠義：伊藤泰載様、遠方よりお越し戴きあり

がとうございます． 

 

本日のプログラム  

「ロータリー財団月間に因んで」    

ロータリー財団部門・補助金小委員会  

地区補助金担当副委員長 伊藤泰載様 

先ず柴田ロータリー財団委員長から第２６３０地

区ロータリー財団部門 委員長 平井 義之氏のメッ

セージと卓話者の紹介がありました． 

卓話者はロータリー財団部門・補助金小委員会地区

補助金担当副委員長の伊藤泰載様で、所属クラブは

上野東ロータリークラブです． 

 

伊藤様からはロータリー財団について説明をい

ただきました． 

 

ロータリー財団は１００年以上も前に創立され

て以来、教育の支援をはじめ人道奉仕プロジェクト

に総額４０憶ドル以上の資金を提供してきました． 

はじまりは１９１７年、当時のＲＩ会長アーチ・

クランフが「世界でよいことをするための基金」の

設置を提案．このビジョン、そして２６ドル５０セ

ントの最初の寄付が全世界で多くの人の人生を変

える財団へと発展しました． 

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． 

ご寄付はロータリー財団の補助金となり、助けを必

要とする地域社会に持続可能な変化をもたらす活

動に役立てられています． 

続いて「地区補助金」支給規定の説明をいただき

『ロータリー財団セミナーダイジェスト版「世界で

良いことしよう」』を視聴しました． 

内容はロータリー財団の説明、財団の使命、寄付金

の種類、感謝の意を表す認証プログラム、奨学金の

種類、寄付金と補助金のフローチャート、ポリオ根

絶活動についてでした． 
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当クラブの活動についてもお話があり、補助金の

活用、申請方法、支給規定、補助金募集についても

具体的に説明がありました． 

「地区補助金」の支給規定は 3 年前の年次基金寄付

額及び恒久基金より生じた投資収益の合計額を基

に算定される地区活動費の〔DDF〕５０％までを充

当できる規定になっていると説明を頂きました．最

後に補助金募集の案内で卓話は締めくくられまし

た． 

森会長からは当会のプロジェクトの説明とお礼

の挨拶で卓話は終了しました． 

 

 

【ロータリー財団研修セミナー】 

“パワーポイント資料 卓話用のダイジェスト版” 
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会報発行担当：岩崎 透 


