
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

 
    

第 3102回例会報告書 
2021（令和3）年11月26日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        我らの集い 

ソング･リーダー   森 範子会員 

 

 

卓話講師：地区補助金委員長 木下哲次氏 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎本日はお世話になります。 

････････････地区補助金委員長 木下哲次様 

◎本日卓話担当です。よろしくお願いします。 

････････････中林隆男会員 

◎甘橿会で優勝させて頂きました。楽しい一日をあり
がとうございました。幹事の皆様、お世話になりま
した。        ････････････平田博也会員 

◎甘橿会で 3位となりました。ありがとうございまし
た。         ････････････鵜山 学会員 

◎誕生日お祝い 中谷昌紀会員（7/7） 

◎入会お祝い 

中谷昌紀会員（13年） 辻村貴弘会員（8年） 
 

 

 

○寒さも厳しくなり、「師走」という言葉が聞こえてく
る時期になった。皆様には十分体調にお気を付け頂
きたいと思う。 

○昨日の甘橿会ゴルフコンペにも多数ご参加頂き、熱
戦が繰り広げられ、平田博也会員が見事優勝された。
おめでとうございます。 

○もう一つ、うれしいニュースをご紹介させて頂く。
10月に入会された原田杏子会員の会社「五條メディ
カル株式会社」が、ioT・AI分野で挙げた業務効率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化や社会貢献推進などの業績を顕彰する「第 19 回
MCPC アワード 2021」において医療貢献特別賞を
受賞された。先日、当クラブとしても奈良県立医科
大学附属病院に物品を寄付させて頂いたが、会員個
人としてもこのように社会貢献をして頂いている
ことは本当に喜ばしいことだと感じている。 

○次週はいよいよ望年親睦家族会を開催させて頂く。
昨年度から多くの方にご入会頂き、現在の参加人数
は 60 数名と聞いている。ここ数日は県内の新型コ
ロナウイルスの感染者数もゼロの日が続いており、
開催の後押しをしてくれているのかなと感じてい
る。私自身も楽しみにしており、会員皆様もご家族
をお誘い頂き、楽しんで頂ければと思う。 

 

 

 

△地区より、「ロータリーリーダーシップ研究会 RLI

パート２」の修了証の伝達 

・平田博也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ロータリー財団より、前年度（2020-21 年度）の寄
付に対する表彰バナーと感謝状のご紹介 

 ・「Every Rotarian, Every Year」クラブバナー（左）： 

  正会員一人当たりの年次基金平均寄付額が100ド
ルに達しているクラブに贈られる。 

・100％ロータリー財団寄付クラブバナー（右）： 

  寄付分類に関わらず、正会員一人当たりの平均寄
付額が 100 ドルに達しているクラブに贈られる。 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 
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事務局（例会場） 
橿原市久米町 652-2 THE KASHIHARA 4F 

TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 

例会日 
金 曜 日 
12 時 30 分～13時 30 分 
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四つのテスト ①真実かどうか ②みんなに公平か ③好意と友情を深めるか ④みんなのためになるかどうか 

ニ コ ニ コ 箱 

出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員58名 

(11/26)       出席者36名  出席率69.23％ 

(11/12補正)      〃  44名   〃  80％ 

 

幹 事 報 告 

ゲ ス ト 

１２月は、「疾病予防と治療月間」 

（Disease Prevention and Treatment Month）です。 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ・End Polio Now感謝状：ポリオ根絶活動に少なく

とも1500ドルを寄付したクラブに贈られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
△次週12月3日（金）は望年親睦家族会。JWマリオ
ット・ホテル奈良にて、午後 6 時開会となるので、
お間違えの無いようよろしくお願いしたい。 

△本日、公式訪問事前アッセンブリーのご案内を該当
される方にポスティングしている。12月10日（金）
の例会後、「耳成」の間にて開催するので、理事役員・
委員長・副幹事・副SAA・地区出向委員・入会３年
未満の皆様はご出席頂くようよろしくお願いした
い。なお、委員長が欠席される場合は、代理の方の
ご出席をお願いしたい。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・奈良西RC 

①12月16日（木）内容変更→クリスマス会 

②12月23日（木）・30日（木）休会 

※いずれもビジター受付なし。 

・やまと西和RC 

①12月14日（火）・21日（火）ZOOMとリアル例
会（13:00～やわらぎ会館）のハイブリッド方式 

②12月28日（火）・1月11日（火）休会 

③1月4日（火）新年家族例会の為、変更→1月15

日（土）京都菊の井 

※いずれもビジター受付なし。 

・大和高田RC 

 12月28日（火）・1月4日（火）・2月8日（火） 

 休会 ※ビジター受付なし。 

・奈良大宮RC 

 12月14日（火）第1回家族親睦例会の為、変更 

 →12月12日（日） ※ビジター受付なし。 

・奈良RC 

12月23日（木）忘年会の為、時間変更→16:00～ 

※ビジター受付なし。 

・大和郡山RC 

12月27日（月）休会 ※ビジター受付なし。 

 

○親睦活動委員会：安永吉伸委員長 

・望年親睦家族会について 

日時：12月3日（金）17:30受付開始、18:00開会 

 場所：JWマリオット・ホテル奈良（2F 吉野） 

  本日をご出欠の締切日とさせて頂いている。ご参
加の追加等があれば、私 安永か事務局までご連絡
頂きたい。当日はここTHE KASHIHARAから16

時にバスが出発するので、バスをご利用の方はお時
間等お間違えの無いようよろしくお願いしたい。 

 

○甘橿会：松井大典会員 

・第319回甘橿会ゴルフコンペ結果報告 

（11月25日（木）於：奈良国際ゴルフ俱楽部） 

 優 勝  平田博也会員 

 準優勝  永田晶三会員 

 第3位  鵜山 学会員 

おめでとうございます。優勝者には会長からプレ
ゼントをお渡し頂き、一言ご挨拶を頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【平田博也会員よりご挨拶】 

  今日はニコニコ箱報告、会長挨拶、甘橿会成績発
表で3回も名前を呼んで頂いた。昨日は比較的暖か
い気候の中、とても楽しくまわらせて頂いた。自慢
できるスコアではなかったが、ハンデに助けられ、
優勝させて頂いた。また皆様と楽しくゴルフをさせ
て頂きたいと思っているので、皆様のご参加をよろ
しくお願いしたい。ありがとうございました。 

 

 

担当：ロータリー財団委員会 

講師：地区補助金委員長 木下哲次氏 
 

｢ロータリー財団と補助金について｣ 
 

皆様こんにちは、2650地区 地区補助金委員会の木
下哲次です。本日はよろしくお願い致します。 

はじめに、2019-20 年度の報告が国際ロータリーよ
りございましたので、紹介させて頂きます。 

まず、世界の会員数 1,174,890名の内、米国・カナ
ダ・カリブ諸国が約 29％で 336,937 名、アジアが約
44％で518,274名となっています。また、世界クラブ
数 は36,159クラブです。日本だけでは、2019-20年
度の会員数は、87,613名で世界の約 7.4％です。因み
に2019-20年度の財団への寄付額は、世界の寄付合計 

230,939,789.74 ドルに対し日本の寄付額は
18,328,443.68ドルです。寄付額でも世界の約7～8％
くらいです。 

卓 話 

委 員 会 報 告 
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また、世界の65％のクラブが新型コロナウイルス関
連プロジェクトに参加。2200万米ドル以上の補助金が
新型コロナウイルス関連のプロジェクトに投入されま
した。そして、72％のロータリークラブが従来型から
バーチャル式の例会に移行しました。 

さて、財団への寄付には、3 年間運用された後、国
際財団活動資金（WF）と地区財団活動資金（DDF）
に分割され、クラブが実施する地元や海外における奉
仕活動を支える主な資金源となる年次基金。全ての子
供にポリオ予防接種を行うために生かされ、ビル＆メ
リンダ・ゲイツ財団から2倍の上乗せの対象となるポ
リオプラス。基金は投資され元本は支出されることは
なく、利用可能な収益の一部が財団プログラムを恒久
的に支える恒久基金があります。 

2650 地区では会員一人あたり年間、年次基金寄付
180 ドル以上、ポリオプラス基金寄付 30 ドル以上を
お願いしています。 

 こうして頂きましたご寄付を、3 年後に年次基金と
恒久基金の投資収益の45％が国際財団活動資金（WF）、
50％が地区財団活動資金（DDF）、5％が管理費に振り
分けられ、DDF の内 50％が地区補助金として活用さ
れていました。 

が、7月1日より、まず、5％が管理費となり、残り
95％をWFとDDFに振り分ける、と変更になりまし
た。従って、DDFは47.5％となります。 

ここで、2021-22 年度の地区補助金申請について報
告をさせて頂きます。68 クラブより総額 33,633,738

円（306,474ドル）の申請を頂きました。対して、DG

（ロータリー財団地区補助金）上限額が 291,372ドル
の為、申請を頂きました全クラブ一律 5％をカットさ
せて頂きました。 

次にロータリー財団および補助金について、本年度
より変更になった点を紹介させて頂きます。 

まず、ロータリー財団の使命に「環境保全」が加わ
り以下のように変更されました。「ロータリー財団及び
国際ロータリーの使命は、ロータリアンが人々の健康
状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取
り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、
平和を構築できるよう支援することである」となりま
した。これにより、従来6分野とされていました重点
分野は「環境」を加え、7分野となりました。 

次に、シェアシステムの変更です。従来、皆様から
寄付金の内、年次基金は3年後全額、恒久基金は使用
可能な投資収益の 50％が地区財団活動資金（DDF）
に、45％が国際財団活動資金（WF）に、5％が運営費
となっていましたが、2021年7月より、DDFとWF

が 47.5％、5％が運営費となります。（まず、5％が運
営費として差し引かれ、残り95％をWFとDDFに各

50％振り分けられる為、DDF、WFとも47.5％となり
ます。） 

ロータリー財団の補助金には、グローバル補助金と
地区補助金があります。地区補助金は地元や海外の地
域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さ
い、短期的な活動を支援する補助金です。一方、グロ
ーバル補助金はロータリーの重点分野に該当し、持続
可能かつ測定可能な成果をもたらす大規模な国際的な
活動を支援する補助金です。グローバル補助金につい
ては、冒頭にお話を致しました、財団の使命の変更で
「環境保全」が加筆されました。これに伴い、従来の
6 つの重点分野に「環境」が加わり、７つの重点分野
となります。従って、グローバル補助金より資金がだ
されるすべてのプロジェクトは7つの重点分野の１つ
以上にその目的を目指して努力しなければなりません。 
最後に、2019-20年度ロータリー財団の総支出 3億

6200万ドルの内、91％がポリオプラス、グローバル補
助金、地区補助金などの各種プログラムとその運営費
に使用されました。 

以上、皆様におかれましては、今後とも、ロータリ
ー財団及び地区補助金委員会の活動にご理解とご協力
をお願い申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 
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【例会ご案内】 
１２月１７日（金） 

休会 
 

１２月２３日（木）≪第３例会≫ 
ガバナー公式訪問合同例会 

（あすかRC・やまとまほろばRCと合同） 
ホスト：やまとまほろばRC 

 
※12月24日（金）は、例会はございません。 

 
１２月３１日（金） 

休会 
 

１月７日（金）≪第１例会≫ 
新年夜間例会 
担当：SAA 

 
１月１４日（金） 

休会 
 

１月２１日（金）≪第２例会≫ 
担当：プログラム委員会 

 

【同好会】 
書道同好会 

１２月１０日（金）・ 

１月２１日（金）・１月２８日（金） 
午後２時～ 於：４階 楓の間 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

１２月２２日（水）≪第２例会≫ 
OB会との合同クリスマス例会 

 
１月１２日（金）≪第１例会≫ 

クラブ② 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 


