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本日

11月24日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「インボイスとは」
市川 哲司 会員

第2510回 例会報告／令和３年11月10日

天候

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶
皆さま、こんにちは。
今日から新しい仲間が加
わりました。後ほどご紹
介いたします。
今月はロータリー財団
月間です。後ほど、財団
の方から卓話もありますが、地元の奉仕プロ
ジェクトから世界的な取り組みまで、様々な
人道的活動への資金提供に関与しています。
さらに、クラブと地区にプロジェクト参加の
ための補助金や奨学金を提供し、ポリオ撲滅
や平和の推進といったグローバルな取り組み
を展開しています。
その中で、私が最近まであまり知識がなか
ったロータリー平和センタープログラムにつ
いてお話します。このプログラムは、先日の
地区大会にＲＩ会長代理として来られた東京
飛火野ＲＣの水野 功パストガバナーが2019
−2022年度のホストエリアコーディネータを
されていて、当地区の大島パストガバナーが
広報アンバサダーをされています。また、元
ＲＩ会長の田中作治さんは、このプログラム
の設立から尽力され100万ドル以上を寄付さ
れたそうです。
2002年に設立され、毎年選ばれるロータリ
ー平和フェローは奨学金を受け、世界八つの

次週

12月１日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
５大奉仕中間発表・年次総会

晴

大学にある七つのロータリー平和センターで、
平和や紛争解決のための研究を行います。プ
ログラムを終了したフェローは、国連や世界
銀行、非政府組織のＮＧＯなどで活躍し、平
和推進者の世界的ネットワークを築いていま
す。毎年選ばれるフェローは、最大130人で
今までに1,400人以上のフェローを輩出して
いますが、残念なことに日本からの応募は少
なく38人しかいないそうです。
世界のロータリー平和センターは、日本の
ＩＣＵ国際基督教大学、アメリカのデューク
大学及びノースカロライナ大学チャペルヒル
校（現在、オリバーさんが住んでいる）
、イ
ギリスのブラッドフォード大学、オーストラ
リアのクイーンズランド大学、スェーデンの
ウプサラ大学、タイのチュラロンコーン大学、
ウガンダのマケレレ大学にあります。マケレ
レ大学の設立には、名古屋名東ＲＣや2760地
区からの50万ドルのマッチングで実現したそ
うです。ロータリーの友10月号に水野さんが
詳しく報告されているのでご覧ください。
高知東ＲＣ細則第１条第１節により、12月
１日の例会を年次総会として、次々年度の会
長を指名することを求めたいと思います。
2023−2024年度の会長の推薦をよろしくお願
いします。
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◇新入会員紹介
氏
名
生年月日
職
業

森本多麻美
1976年７月26日
ムジカスタイル
代表
味 ゴルフ
前川美智子会員

趣
専任アドバイザー
森本多麻美氏挨拶
フルートとピアノを仕事としています。趣
味は飲むこととゴルフです。できる限り出席
して勉強させていただきますので、今後とも
よろしくお願いします。
◇社会奉仕委員会より
12月３日、恒例の年末防犯パトロールを、
高知警察署生活安全課のご協力のもと行いま
す。コロナの状況によってということにはな
りますが、パトロール後の懇親会も企画して
いますので、皆さん、奮ってご参加をよろし
くお願いします。

◇会員スピーチ

◇11月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
西山 忠利
別役 重具
寺尾 正生
中越 貴宣
配偶者誕生日
関 紀久子
山下 佐記
松野 壽子
家庭記念日
福岡満喜子
武吉 佳月
広瀬 雅彦
岡本 淳一
松野 宏司
入会記念日
野町 和也
中越 貴宣
松﨑 郷輔
西森
大
中西 克行
◇幹 事 報 告
11月のロータリーレートは１ドル114円です。
ガバナー事務所より、佐賀・長崎豪雨への
義援金のお礼が届いています。
例会終了後、理事会を行います。
来週、例会終了後に第４回クラブ協議会を
行います。委員長が出席できない場合は代
理出席をお願いします。

ロータリー財団委員会 委員長 山村

一正 会員

「ロータリー財団について」

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、教育への支援を高
め貧困を救済すること、これらを通じて世界
理解、親善平和を達成するようにすることで
す。ロータリー会員をはじめ、より良いビジ
ョンを共有する財団支援者の方々からの自発
的な寄付にのみよって支えられています。ご
寄付はロータリー財団の補助金となって、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。単発的
ではなく持続可能というところが大事な部分
です。地域の人が自分の力で、規模は小さく
なってもずっと続けていけること、やり方を
教えるといったことに主体があるということ

は、皆さんも理解されていると思います。そ
して、地区はクラブから提案されたいろいろ
な奉仕活動に対して審査して、皆さんから寄
付されたお金を分配します。
ロータリー財団は1917年の６月、アーチC.
クランフが、クラブに多くのことができるよ
うに非常時基金を提案したことに始まります。
その後、アーチ氏が国際ロータリークラブ連
合会の会長を務めたことから他クラブへ発展
していきます。
ロータリー財団には２種類の補助金があり
ます。一つは地区補助金（我々に関係する
分）
。
地元や海外の地域社会のニーズに取り組む
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ため比較的規模の小さい短期的な活動を支援
します。短期的といっても持続可能なという
文言は変わりません。各地区はこの補助金を
分配するプロジェクトを独自に選びます。活
動の種類は人道的プロジェクト、奨学金、青
少年プログラム、専門職業を持つ人々からな
る職業研修チームの派遣等。
地区補助金は様々なプロジェクトに柔軟に
活用できます。地区財団活動資金の50％まで
を地区補助金として毎年申請できます。地区
に一括して補助金が支払われた後、地区がク
ラブに支給します。そのためには、参加資格
の認定を受けることが必要で、補助金管理セ
ミナーに1回はどうしても参加しないと、い
くらりっぱな企画書であってもお金は払わな
いというスタンスです。
もう一つの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活動を支
援するものです。クラブと地区はグローバル
補助金を通じて地域社会のニーズに対応する
活動を行うことで、グローバルなパートナー
シップを強化します。グローバル補助金によ
る活動の種類は人道的プロジェクト、奨学金
（大学院レベル）、職業研修チーム派遣等。
単体のクラブだけでなく、複合的にいろんな
クラブと合同ですることも多々あります。
2021−2022年度日本のロータリー財団の目
標は、年次基金は１人当たり150ドル、日本
全体で1,350万ドル。年次基金寄付０クラブ
のゼロ達成を継続する。年次基金への寄付の
推進。ポールハリスソサエティの推進。基金
の種類は、ポリオプラス基金・１人当たり30
ドル、日本全体で270万ドル。1,500ドル以上
のクラブに財団感謝状の贈呈。恒久基金・冠
名基金を各地区１件以上。
寄付の種類に関わらず１万ドル以上の寄付
を日本全体で100件、ＡＫＳ（アーチ・クラ
ンフ・ソサエティ：高額寄付レベル会員）を
日本全体で10名増やす。中期目標として２、
３年でＡＫＳ０名地区のゼロを目指す。ＤＤ
Ｆ（地区財団活動資金）の20％をポリオプラ
スへ寄贈。ＤＤＦの20％をポリオプラス基金
へ寄贈した地区と1,500ドル以上の寄付をし
たクラブには、ロータリー財団から感謝状が
贈られます。ロータリー平和センター重点分

野への寄贈。毎年この基金からロータリー平
和フェロー１名を支援できます。各地区ＤＤ
Ｆを使い切る。グローバル補助金・地区補助
金の活用の推進。ロータリーフェローシップ
の推進。
その他、ロータリー財団地区コーディネー
ター、ロータリー財団地区コーディネーター
補佐にも頑張ってくださいということが示さ
れています。
他クラブが地区補助金を使ってどのような
活動をしているか、ちょっと紹介します。
「ロータリーカップ少年サッカー大会補助」
「就学前の子供達の教育向上と施設衛生管理
整備」「商業高校ラオスへ学校建設支援事業」
「自転車を安全に乗ろうプロジェクト」「環
境保全地域交流プロジェクト」「子ども食堂
高知実行委員会支援事業」「水公園における
自然環境保全教育事業への参加プロジェク
ト」「佐川町協働の森づくり」「フルコースメ
ニューによる食育教室（仁淀川町中学１年生
を対象）
」「故郷の川に親しみ川から学ぼう自
然体験学習プロジェクト」「ウミガメ産卵場
の清掃」「高知ユナイテッドＳＣ公式戦冠試
合」「ロータリーの森の整備事業」「文化財施
設に解説パネル設置プロジェクト」「自然科
学教室支援プロジェクト」「水源の森整備事
業」「地区活性プロジェクト」「もしものとき
にみんなでつくろう心の輪、防災交流事業」
「大学社会共生学部学生支援プロジェクト」
「マラソン支援プロジェクト」「野鳥の巣箱
かけプロジェクト」「美しい瀬戸内海を確保
するため植樹をする会」「高校生英語スピー
チコンテスト」「水質涵養林植樹事業」「学童
軟式野球大会」等々。
皆さんのお手持ちのロータリーの雑誌に
載っていますので、ご覧いただければと思い
ます。
７月１日より、国際財団活動資金からの配
分が変わります。ポリオプラスへの地区財団
活動資金寄贈に対しては、ＷＦ（国際財団活
動資金）からの上乗せが100％から50％へレ
ベルダウン。グローバル補助金のための上乗
せも80％に引き下げ、年次基金寄付の５％が
運営費としてＷＦとＤＤＦから均等に差し引
かれます。冠名基金と恒久基金の手続きが少
し変更され簡易になりました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

いをいただきました。ありがとうございまし
た。
中越貴宣 誕生日と入会記念のお祝いあり
中平真理子 森本さん、ようこそ東ＲＣへ、 がとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
岡本淳一 家族記念日のお礼。
西内俊介 森本さん、入会ありがとうござ
福岡満喜子 森本さん、ご入会おめでとう
います。中平年度初めての入会者です。今後
ございます。女性会員がまた１人加わり嬉し
ともよろしくお願いします。
いです。結婚記念日のお祝いありがとうござ
竹村克彦 森本多麻美さんをよろしくお願
いました。
いします。
武吉佳月 家庭記念日のお祝いありがとう
森本多麻美 これからよろしくお願いしま
ございます。息子も27歳になりました。
す。
中西克行 入会記念日お祝いありがとうご
山村一正 本日の会員スピーチご清聴あり
ざいます。これからもよろしくお願いいたし
がとうございました。
ます。
西森良文 年末の防犯パトロール参加のご
野町和也 入会記念お礼。
協力よろしくお願いします。
松﨑郷輔 入会記念お礼。
関 淑公 家内誕生日お礼。11月３日の晩、
西森 大 入会記念ありがとうございます。
自宅で嫁さん２人、孫４人から料理とデコレ
増田伝郎 バッチ忘れてすみませんでした。
ーションケーキをいただき祝福されました。
森本さん、入会おめでとうございます。また、
寺尾正生 先日の水上前会員との食事会の
アヒル隊長をやってください。未だに記憶に
お釣りをニコニコします。誕生日の祝い品を
残っています。
頂き、ありがとうございました。
前田 博 水上さんを迎えて、楽しい会に
別役重具 誕生日お祝い御礼。
なりました。田中さん、中西さん、お世話に
山下龍祐 妻の誕生日祝いありがとうござ
なりました。
います。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもありが
松野宏司 家内の誕生祝と家庭記念日の祝
とうございます。
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鳥取旅行（その１）

関

淑公

今年の８月は雨がよく降った。
12日朝 車で鳥取の大山に向かって
出発した。最初は前が見えぬぐらいど
しゃ降りだったが四国山脈を越えると
小降りになった。瀬戸大橋を渡り米子
道に入っても小雨だった。そして大山
は幸いなことに雨が止んでいたが霧が
かかっていた。
大山
大山の下には牧場が広がっている。牧
場を見下ろすレストランミルクの里で
昼食をとった。牛乳は乳牛から搾り
取ったばかりのこってりした本物のミ
ルクだった。
大山寺
それから下って山腹の奥の森に大山寺
がある。奈良時代に創建された天台宗
のお寺で平安時代山岳仏教として寺威
を誇った。

大山

大山の下の牧場

植田正治写真美術館
更に下って広々した田園の中に鉄筋
コンクリート建ての建物が見えて来る。
植田正治は地元鳥取の出身の世界に
知られた写真家で鳥取の砂丘や山陰の
名峰大山をバックにした数多くの作品
が展示されている。
その後米子市に入り皆生温泉の中で
一番古い松月に入った。
大山寺

植田正治写真美術館

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
12月１日㈬ 五大奉仕中間発表・年次総会
定例理事会
12月15日㈬ 役員会
12月22日㈬ 忘年夜間例会
（ザ クラウンパレス）
12月29日㈬ 休会（年末年始の休み）
2022年
１月５日㈬
１月12日㈬

１月26日㈬

ロータリー休日
時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
定例理事会（例会前）
職場例会
役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
11月25日㈭
高知西ＲＣ
11月26日㈮
高知中央ＲＣ 12月16日㈭
高知北ＲＣ
12月20日㈪
高知ＲＣ
12月21日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月21日㈫
高知南ＲＣ
12月23日㈭
高知中央ＲＣ 12月23日㈭
高知西ＲＣ
12月24日㈮
高知北ＲＣ
12月27日㈪
高知ＲＣ
12月28日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月28日㈫
高知南ＲＣ
12月30日㈭
高知中央ＲＣ 12月30日㈭
高知西ＲＣ
12月31日㈮

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

ロータリー休日
4RC合同夜間例会
クリスマス家族夜間例会
クリスマス家族合同夜間例会
忘年夜間例会
クリスマス夜間例会
年内最終夜間例会
ロータリー休日
忘年夜間例会
年末休会
ロータリー休日
年末休会
年末休会
年末休会
ロータリー休日

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

394,750円

4,787円

399,537円

11月10日

−3

11月10日

71,250円

500円

71,750円

10月27日

−2

今期の累計

466,000円

5,287円

471,287円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

54

43

6

2

79.63％ 88.24％

53

40

0

11

75.47％

100％

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM〜1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873−1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780−8572 高知市本町3−2−15
直通（088）
824−8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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