THE ROTARY CLUB OF SHIZUOKA - CHUO DIST. 2620

2018-2019年度

国際ロータリーのテーマ

weekly bulletin
四つのテスト

□会長／井尻 英雅

□ 副 会 長 ／ 曽根田 充

I . 真実かどうか

□幹事／上條 康則

□ 副 幹 事 ／ 西野

II. みんなに公平か

例会日：毎 週月曜日 1 8 : 00〜1 9 : 00
例会 場：静 岡グランドホテル中 島 屋
事務 所：静岡市葵区追手町2-12 5F/ TEL 054-254-5611

III. 好意と友情を深めるか
IV. みんなのためになるかどうか

2018-2019年度RI会長 バリー・ラシン「BE
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THE INSPIRATION／インスピレーションになろう」

米山奨学生

姜

春喜 様

♪本日のロータリーソング「奉仕の理想」●ソングリーダー：大村 賀庸 会員
井尻 延幸
英雅 会長の時間
会長の時間
鈴木
１１月に入りまして朝晩冷え込むようになりました。先月で当クラブのクールビズも終了しまし
たので、今月からネクタイの着用をお願いします。
天皇陛下の退位まで半年を切りました。例年ですと元号が記載された手帳やカレンダーが
出回りますが、今年は西暦だけの表記となっているようです。新元号は来年４月１日前後の公
表となる見通しで楽しみにしたいと思います。
さて、先月の青葉公園でのポリオ撲滅募金活動、山梨県甲府富士屋ホテルでの地区大会に
ご参加頂きました会員の皆様ありがとうございました。本日は１０月２７日、
２８日に山梨で開催
されました地区大会の報告をします。
まず第１日目は、各クラブ会長幹事が出席して大会決議案の審議、
そして地区指導者育成セミナーが開かれ、
ロー
タリーを語ろうというテーマで講演があり、
そのあと模擬のディスカッションが行われました。
２日目の本会議ではRI
会長代理 足立巧一様の
「私たちロータリーが目指すものは、世界でそして地域社会で持続可能な良い変化を生む
ために、人々が手を取り合って行動する世界を達成することである」
とのご挨拶があり、経済評論家 勝間和代様の
記念講演のあとに、国際ロータリー2620地区のガバナーエレクトに浜松ハーモニーRCの安間みち子様、
ガバナーノ
ミニーに静岡RCの荻原英生様、
ガバナーノミニーデジグネートに甲府北RCの小林聰一郎様が承認されたと報告が
あり、次年度は浜松での地区大会の開催が発表されました。国際ロータリー2620地区のロータリアン一同が集まり、
親睦を深めるいい機会です、来年もぜひ会員の皆様ご参加下さい。 本日は川嶋会員によりますロータリー財団のク
ラブフォーラムです。
よろしくお願いします。
幹事報告

上 條 康則 幹事

スマイル報 告

岡村

仁 会員

・11/10

体感おしごと館（アイセル21）集合8：45

■会員からのスマイル 総額／14,000円

・11/12

振替休例会 ・11/19 クロスロード例会

・11/26

外部卓話

・12/2

・12/10

外部卓話

・12/15 クリスマス例会

井尻会員・上條会員
ポリオ撲滅街頭募金活動、地区大会、
出席ありがとう
ございました。
針谷会員
結婚記念日、45周年かな。忘れました。
望月威男会員 結婚祝と、誕生日のお祝いを頂き、
ありがとうございま
した。1ヶ月づつ努力して、
ロータリー活動に参加出来
るようにしたいと思います。
是永会員
10/28大井川フルマラソン、今年も天候に恵まれて
完走できました。
小谷野会員
結婚記念日、素敵なお花をありがとうございました。
小林会員
結婚記念日のお祝い頂きまして、
ありがとうございま
した。家族も喜んでおりました。

・IGM

年次総会、理事会

6グループの報告（議事録）

・鈴木会員の出席免除願いが提出され承認されました。
・米山奨学生

姜

春喜さんに奨学金の授与

・ベネファクター認証
・米山功労者

井尻会長

針谷会員、南條会員、鈴木会員、寺尾会員

・ポールハリスフェロー
柳瀬会員、吉川会員、望月威男会員、花森会員
11月の誕生日 望月威男会員、安藤会員、平沼会員
11月の結婚記念日 浦田会員、
川嶋会員、望月威男会員、
小澤会員、森川会員

静 岡 中 央ロータリークラブ 週 報
クラブ会報委員会 ／ 本多 由加理

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

岡本 義弘

平沼 龍三郎

メールアドレス 6rc-godo@mail.wbs.ne.jp

静岡中央ロータリークラブ週報

ロータリー財団委員会

川嶋 秀史 委員長

〜 ロータリー財 団について 〜
この2、3年で新しく10名ほど入会されましたので、
ロータリー財団がどんなものか、
何をしているのかというところが、分からないと思います。
まず、活動方針としましては、
「 奉仕活動のための寄付を集める」
「 奉仕活動に参加
する」
「 個人用ロータリーカードのオンライン申請をクラブ内で推進する」
ということで
す。事業計画としましては、年次基金として150$（16,950円）、恒久基金1,000$（
113,000円）、
ポリオプラス30$（3,390円）の目標の達成。職業奉仕、社会奉仕、国
際奉仕、青少年奉仕への積極的な参加となります。先日行われました、
「ポリオ撲滅
街頭募金活動」で集められたお金も、一旦ロータリー財団へ入ります。
また、
ロータリーカードを使用していた
だくことで、下記の寄付金がロータリー財団へ入金されます。
各クラブのロータリーカード取得の実績表がありますが、残念ながら当クラブは8名となっております。20名
くらいはスタンダードに入会してもらいたいと思います。
・カードショッピングの利用金額の0.3%
・たまったポイントで個人の年次寄付に交換が可能
・ゴールドカードでは、
さらに年会費3,000円がロータリー財団へ寄付

その他の役割として、各クラブより奉仕活動に使用する補助金の申請を受け、審査を行い、問題がなければ
各クラブに補助金を交付いたします。
当クラブでは、数年前にフィリピンの事業、体感おしごと館で補助金の交
付を受けております。
次に、
ロータリー財団への寄付金の説明をさせていただきます。
１つ目は
「年次基金」
で、
これは毎年全会員
にお願いしている寄付金で、
３年間資金運用されて、
その収益がロータリー財団運営や、寄付増進のための費
用に充てられます。
３年後、寄付金の全てがロータリー財団活動に使われます。地区の年次寄付総額の50％
については、地区がその使い道を決定することができます。
当クラブでは、
２年前にフィリピンの事業に、昨年度
と今年度は、体感おしごと館に補助金が使われています。
２つ目の
「恒久基金寄付」
は元金を使わず、財団が運
用して、
その利息だけ使います。
３つ目の「使途指定寄付」は、
あらかじめ使い道を決めて寄付するものです。
ポ
リオ・プラスがその代表的例です。
新会員の方は、
あまりロータリー財団とは何か分からないかと思います。先ほど
「ポールハリスフェロー」
など
の表彰がありましたが、
こちらも説明の機会を持てたらと思います。

確定出席報告（前々回出席報告）

委員会報告
・職業奉仕委員会（稲垣委員長）
11/10体感おしごと館のご参加をお願いいたします。
当日8：45集合 8：50例会
・社会奉仕委員会（松下委員長）
例会で会員様よりの募金金額が37,413円
街頭募金活動にて8,254円、合計45,667円

月/日

確定出席率

10/1 69.76%
10/15 72.41%

出席計算
会 員 数

安藤 副委員長

出席者合計（含メイクアップ）

43名 30名（メイクアップ1名を含む）
43名 32名（メイクアップ1名を含む）

・総会員数46名（出席義務会員36名＋出席免除会員10名）
・出席者合計には出席免除会員、メイクアップ会員を含む
〜出席率向上へのご協力をお願い致します〜
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