
第 3198 回　例 会 記 録　令和 3 年 11 月 9 日（火）

会長挨拶　第 68 代会長　野田義弘

本日出席会員 29 名
メークアップ（前々回）3 名
出席率（前々回補正）　76.09%

「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

　日曜日に県下 RC 会長
幹事会がズームによって
行われました。各クラブの
事業の経過と今後の予定、
通常例会の食事の仕方な

ど話しました。事業に関しては、各クラブほとんど
が行われていて、特に多かったのが、継続事業・
高校生の模擬面接でした。我々のクラブもこの様
な継続事業を企画していかねばと感じました。例
会時の食事については、いまだにお弁当持ち帰り
のクラブもあり、スクール形式、会員の希望で円
テーブルでの例会でお弁当持ち帰り、府中クラブ
は円テーブルで食事あり、若狭クラブは、会場が
せくみ旅館で各部屋に一人ずつ分かれて食事して
いるらしいです。なんか変ですね。我がクラブも、
来年には本来の円テーブルでの例会に戻したいと
思っています。武生クラブは、四つのテスト、四
つの健康を守り今後まじめに事業を行っていきた
いと思っています。

会員総数
46 名

プログラム

「ロータリー財団について」
ロータリー財団委員長
三村昌之
　今年度、ロータリー財団
委員会の委員長を務めます

三村です。
　11 月はロータリー財団月間ですが、ご存じない
会員さんも多いと思います。私も委員長になるま
で知らなかったものですから。
　当クラブでは毎年、財団に地区補助金を申請し
て支給を受け、その年度の目玉事業になる社会奉
仕活動などに使っていますが、この支給を受ける
には、申請すればいつでももらえるのではなく、
まずは当クラブが地区から補助金の管理ができる
クラブだという資格認定を受ける必要があります。
そのためには、歴代の財団委員長はお分かりです
が、地区の主催する補助金管理セミナーおよび財
団セミナーに必ず出席する義務があります。今回
も 8/7 京都ホテルオークラで地区財団セミナーが
開かれたのですが、やはりコロナ禍もあり、行く
予定をしていた京都には行けずオンライン・ユー
チューブでのセミナーを受講しました。２時間パ
ソコンをまともに見続けたので、これでいいだろ
うと安心していましたら、後日、地区事務局から
メールが入り感想・意見のレポートを地区事務局
に提出せよとのこと。録画していた DVD をまた２
時間見直してレポートを書いてメールしたという
経緯があります。この辺りの些細な努力を、野田
会長に少しでもご理解いただければ任命された委
員長として本望というところです。
　今年度の野田会長の活動イベントは、越前市の
障害者の人たちに、災害時に自分に障害があるこ
とをアピールできる障害者用防災スカーフを寄付
いたしましたが、その枚数は 500 枚、一枚 1,694
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11月誕生日お祝い・・・2名
笠　原　　　章　　　70 才
柿　谷　好　彦　　　56 才

11月結婚記念日お祝い・・・10名
織田　桂蔵・美智子　56 年
辻岡　俊三・里　枝　54 年
竹内　紀昭・悦　子　54 年
奥村　　忠・恭　子　48 年
西藤　浩一・いずみ　44 年
三田村士郎・郁　子　36 年
田中　大成・智　子　35 年 
野田　義弘・佳代子　32 年
三田村久光・江美子　32 年
西本久美子・将　和　21 年

ニコニコ箱…33,000 円　累計　555,000 円

・結婚記念日自祝　本日よろしくお願いします。
 【野田義弘】
・結婚記念日自祝　おかげさまで。 【辻岡俊三】
・結婚記念日自祝
 【田中大成】【三田村久光】【西本久美子】【奥村　忠】
・12 月 26 日、3 度目の都大路となります。お陰様です。
 【宇野晃成】
・RC コンペで久しぶりに優勝いただきました。
 【宮前貴司】
・三村会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
 【矢尾主成】
・誕生日自祝 【柿谷好彦】

本日（11月 16日）例会 11月 23 日 11 月 30 日→ 28日 12 月 7日

炉辺会合報告
ＩＭ参加

11：00 ～例会（会議所）
ＩＭ：福井フェニックスプラザ

第一例会行事
ゲスト卓話

会員記事

円かかり、総額 847,000 円を準備することになり
ました。補助金申請条件として、前々年度に武生
RC の会員がロータリー財団に寄付をした一人当た
りの実績の 25 倍までの額と決まっています。上乗
せとして年間 1000 ドル (11 万円 ) 以上恒久基金を

寄付したベネファク
ターがいるクラブで
は一人につき 2 万円
が上乗せできますが、
当クラブでは一人の
ベネファクターがい
るため２万円が上乗

せできました。武生 RC では、前々年度（私が会
長の時で、宇野会員が財団委員長）、会員一人 180
ドルプラスアルファのご寄付を得て一人当たり211
ドル ( 約 23,210 円 ) を財団に寄付しました。
　これは福井県内 18 のクラブの中でも上から
第４位となっていますが、その 25 倍 + ２万円、
600,250 円の補助金となりましたが、今年度は
申請数が多く一律 5% カットとなったため結局
569,360 円の補助金となりました。

　この補助金に 20%
以上のクラブ自己拠
出金の 246,750 円を
足して今年度 84 万
円の活動資金が使え
ることになりました。
　このような計算に

なるため、次々年度の活動資金の補助金申請には
今年度のロータリー財団への会員皆さんの寄付金
の多寡が大きく影響しますので、再来年の活動の
ために今年度も財団へのご寄付をお願いいたしま
す。
　財団のプログラムには次の三つのカテゴリーが

あります。ポリオプラ
ス・ロータリー平和
フェローシップ・補助
金 (DG,GG) です。私
たちが申請するのは
DG(District Grants)
地区補助金です。

　最後になりますが、フェローシップ奨学生で福

井北 RC の支援する医師の長谷川奏恵さんのビデ
オメッセージをご覧頂きたいと思います。

　今年もロータ
リー財団への寄
付金をお願いす
ることになると
思いますが、こ
の寄付金は今年

では無く、次々年度のために使われるのだと考え
て更なる寄付をしていただきたいとお願いして財
団からの卓話を終わります。
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ロロ ーー タタ リリ ーー 財財 団団

22002211．．７７．．１１現現在在

ベベネネフファァククタターー
恒恒久久基基金金にに11,,000000ドドルル以以上上
（（歴歴代代のの会会長長かからら））

22000000--0011年年度度 藤藤谷谷家家也也

22000055--0066年年度度 谷谷尾尾榮榮一一 22000066--0077年年度度 小小林林幸幸一一 河河嶋嶋 一一

22000077--0088年年度度 内内藤藤義義介介 22000088--0099年年度度 辻辻岡岡俊俊三三

22000099--1100年年度度 河河合合敏敏一一 22001111--1122年年度度 竹竹内内紀紀昭昭

22001122--1133年年度度 佐佐々々木木忠忠彦彦 22001133--1144年年度度 奥奥村村 忠忠

22001144--1155年年度度 米米岡岡房房直直 22001155--1166年年度度 玉玉村村一一男男

22001177--1188年年度度 田田中中 茂茂 22001188--1199年年度度 田田中中大大成成

22001199--2200年年度度 三三村村昌昌之之
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本年度の振り込み根拠

• 申請額 5,275ドル×110=580,250円

申請額が多く、地区予算の関係で一律5%減額にな
った。

申請額 580,250円

+ベネファクター 20,000円 =600,250円

600,250÷110×0.95=5,183ドル

振り込み金額

5,183ドル×110 – 770円=569,360円
振り込み手数料
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財団のプログラム

ロローータタリリーーのの最最優優先先項項目目。。
ポポリリオオ常常在在国国、、ウウィィルルスス流流入入国国、、
高高リリススクク国国をを中中心心ととししたた世世界界のの
ポポリリオオ根根絶絶ののたためめのの取取りり組組みみ。。

人人びびととにによよりりよよいい生生活活ををももたた
ららしし、、地地域域社社会会にに貢貢献献すするる
ロローータタリリアアンンのの活活動動をを支支ええ

てていいるる活活動動。。（（人人道道的的奉奉仕仕
ププロロジジェェククトト、、奨奨学学金金、、職職業業
研研修修チチーームム））

世世界界にに6つつああるるロローータタリリーー平平
和和セセンンタターーのの1つつでで、、国国際際
関関係係、、平平和和、、紛紛争争解解決決ととそそ

のの関関連連分分野野でで学学ぶぶ学学生生へへ
のの奨奨学学金金。。

ポポリリオオププララスス・・ププロロググララムム

ロローータタリリーー平平和和フフェェロローーシシッッププ 補補助助金金（（DG・・GG））


