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１、理事会報告
２、次年度役員理事候補公示を一週間延期
櫛田会員

時友会員

幹

事

報

告

１、ロータリーの友事務所より、11月も今まで同

年間

様のコロナ対策を取ると連絡があり
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委 員 会 報 告
浅原増強委員長
大野 （匡） 会員が退会されました。ゲストの方を
27年間皆出席 森川義基会員
6年間皆出席 佐藤美枝子会員

もう一人ずつご紹介を頂きたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

榊原社会奉仕委員長

の要望あり。

先日 10 月 31 日（土）錦華学院で女性セミナー

第２回ライス！ナイス！プロジェクト 12 月５日

の打ち合わせをしました。参加者は榊原会員・櫛

（土）
、６日（日）に開催。参加下さる方は、櫛田

田会員・佐藤 （美） 会員・土屋会員・井戸垣会員。

会員までお願いいたします。

第 1 回女性セミナー（12 月 5 日（土））は土屋

有我直前会長

会員の担当。第 2 回も開催予定。小さいお子さ

櫛田会員

ん対象で、3 月 6 日（土）佐藤 （美） 会員医院の

18：30 よりホテルメトロポリタン 25F「ポラ

助産師さんがセミナーを担当。詳細は後日発表。

リス」にて開催いたします。出欠どうぞよろしく

錦華学院から男性のセミナーも開催して欲しいと

お願いいたします。

叙勲お祝いの会

12 月 ２ 日（ 水 ）

「ロータリーの友」を読んで
有我会員
今日お話ししたかったのは「ロータリーアットワーク

写真編・文章編」についてです。

各クラブ活動報告の紙面ですが、当クラブについても私が投稿したものがあります。投稿す
るとほとんど採用されるようですが、さらに榊原会員がロータリーの友理事をされているの
で、掲載当選確率が高い！？のでは思いますが。日本全国仲間たちがどんな事を行っている
のかとても参考になります。
「協同で地域振興に貢献」私が幹事を行った前の年だと思いま
すが、佐々木会員から提案され、豊島区をいろいろと PR したい！とのお話で、是非ともロー
タリークラブでやらせていただきたいと手をあげました。せっかくやるのであれば地域の近
隣クラブに声をかけ池袋 RC・池袋西 RC・池袋ローターアクトで、産経大江戸ウォーク「徳
川家ゆかりの神社と旧細川侯爵邸をめぐる～」行い、産経新聞主催でしたが、コースを作っ
たり、タイムテーブルをとったり、人を集めたりしました。
（他多数記事あり）この様な行
いは社会的なインパクトがあり、地区委員の方も見て頂いていて、情報のキャッチボールが
できます。
「ロータリーの友」を私たちの方から活用し、他のクラブの情報をアップデート
して活性化につなげていきたいと思います。本当に簡単に投稿が出来ますので、一年に一回
をルール化して頂きたいと思います。最後に「ロータリーの友」がウエイブサイトで見れま
すし、マイロータリーの登録も、スマートフォンで出来ます。情報を得たり発信したり、世
界中のロータリアンと繋がる為にも、是非スマートフォンを活用し、
「ロータリーの友」を
読んで頂きたいと思います。
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まだ若者です。
新倉会員／11月９日で満89歳になりました。
時友会員／誕生日のお祝いありがとうございます。

■ニコニコ BOX
第 1563 回（11 月 4 日）

高齢者の仲間に入れていただきます。気持ちは

2020-21 累計
53名

484,000円

佐藤（美）会員／本日は島村ガバナーデジグネート、
ご来場有難うございます。私、RLI 研修会参
加して頑張っております。
森川会員／皆出席ありがとうございます。

ニコニコ BOX コメント
島村ガバナーデジグネート／初めてメーキャップさ
せて頂きます。宜しくお願いします。
里見会員／「生産年齢人口」を卒業して、今日から

＜指定ニコニコ＞
櫛田会員
（親睦家族委員会）
／１月末のグループミー
ティングのお茶代として積み立てようと存じま
す。

クラブフォーラム


ロータリー財団委員会

ロータリー財団委員長

榊原会員

ロータリー財団のはじまりは、1917年アーチ・クランフRI会長が、ロータリー
基金を作り“世界で何か良いことをしよう”と提案が始まりです。具体的に「ポリオ
根絶」・「ロータリー平和フェローシップ」・「補助金」寄付概要は、ポリオプラ
ス・グローバル補助金・地区補助金・平和センター等です。「ポリオ」は世界的に力
を入れていて、間もなく根絶に至ると思います。次に「ロータリー平和フェローシッ
プ」ですが、平和と紛争解決分野の奨学金プログラムを世界の７カ所にあるロータ
リー平和センターで学ぶ学生を支援するものです。最後に「補助金」ですが、「グ
ローバル補助金」と「地区補助金」の２つです。今年度行っています、一人親家庭に
制服をお渡しするプログラムは、地区の補助金を頂いております。２年に一回ぐらい
当クラブでも補助金を申請して、認められてきました。錦華学院や豊島区の小学校へ
加湿器を贈呈したのも地区補助金でした。地区補助金がどういうものかと言います
と、１年以内に完了する比較的小規模な活動。一人親家庭への制服の支給、錦華学院
への机の支給、小学校への加湿器の支給もまさに１年以内に完了する比較的小規模な
活動にあたるかと思います。次に実施地は日本でも海外でも可。それと弱者救済や地
域の緊急のニーズに対応する活動。要件が広がるという事の様であります。地区補助
金NGの使用例が、他団体が実施している活動、他団体の活動費や運営費、単なる文
化的な活動、単なるスポーツ活動、広報/PR、現金寄付で、ロータリー財団の使命
として「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
済することを通じて、親善・平和を達成できるようにすること」でありますので、
ロータリアンが積極的に進めていかなければいけないという事になります。もう一つ
の補助金がグローバル補助金は、「ロータリーの友」11月号に詳しく載っておりま
して、今月はロータリー財団月間という事なので特集を組んでおります。条件①実施
国と援助国のロータリークラブがパートナーとなって行う条件②３万米ドル以上の活
動条件③重点分野に関する活動です。当クラブではスリランカとのタイアップができ
れば、このグローバル補助金を活用できるのではないかと思います。この二つの補助
金にそれぞれ奨学金がありまして、財団の重点目標に関わる様な活動をされている奨
学生の希望を募りまして、奨学金を出しています。当クラブで前年度、瀬戸口和子さ
んがグローバル補助金の奨学生であります。11月18日に卓話をしていただく予定で
す。今年度は、新型コロナウイルス関連活動に地区補助金を優先的に配分しておりま
す。最後にロータリー財団へどのようにお金が入ってきているのかといいますと、皆
様からの寄付です。寄付の種類は、年次基金・恒久基金・ポリオプラス基金・第
2580地区ロータリー平和フェローシップで、皆様から毎年頂く寄付金を振り分けて
財団へ寄付を行っています。この様な活動をロータリー財団が行っているという事
が、ロータリー財団委員長をやっている私もよく解りましたので、もしご存知でない
方には一緒に共有をしていただきたいと思います。

2020年11月４日（水）

第５回定例理事会

１．会長挨拶
２．会計報告：了承
3 ．11月・12月・2021. 1 月のスケジュール：
・11/４の公示⇒11/11に変更
・18日のR財団奨学生の報告には謝金なし。
・12/16クリスマス会
17：30登録
17：30-18例会
18-18：30演奏
18：30-20時 お開き
４ ．片岡静香会員チャリティコンサートへの『後
援』名義使用について－
10月24日LINE理事会会議にて承認の確認
賛成－森川・稲川・佐藤(久)・廣内・
櫛田・細田
委任賛成－佐藤(美)・有我：報告を了承
５．本日の例会コンテンツ打合せ（各委員発表確
認）：親睦、増強、社会、国際
６．大野匡也会員退会について：10月30日付で了
承
７．指名委員会 委員１名－櫛田元会長追加につい
て－資料添付：了承（櫛田）
8 ．12月夜間家族例会について：親睦イベント：
鈴木純子、片岡静香両氏の演奏

議事録

スケジュール
17：00～受付
17：30～18：00 例会
ＳＡＡ
18：00～19：30 懇親会 親睦
9 ．2021. 1 月６日新春例会について－：了承
卓 話：『新春にちなんだお題』
卓話者：古今亭菊之丞 紹介者：佐藤幹事
10．ＲＣ公式ロゴ旗購入について－資料添付
：35周年記念として購入（33,000円）を了承
11．2
. 023-24年度ガバナー(ガバナーノミニーデジ
グネート)候補者として栃木一夫氏(東京北Ｒ
Ｃ)の公表 添付
：報告を了承
12．2
. 021-22年度地区委員の募集－資料添付
：推薦を会長・事務局へ申し入れることで了承
13．2
. 021-22年度青少年交換留学について
(本郷ＲＣ地区青少年交換委員会飯塚貞子様)
：男子なら可能性ありということで了承
14．その他
稲川会員：地区大会-１日目晩餐会のみ、2日目
会議のみ（人数制限）
来年度地区大会（ 4 月）の幹事を推薦して欲
しい
島村G年度の地区大会は 9 月開催予定

11月８日（日）えんがわ市開催
11月８日（日）10：30～14：00
池袋第二公園にてえんがわ市が開催
されました。皆様からたくさんの寄
付して頂き、ありがとうございまし
た。詳報は次号にて掲載予定。今
回は約30名(会員も含め)からの古
着・バック等の提供がありました。
第１回の集荷は２トントラックが満
杯になりました。

