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■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 41名 ゲ ス ト １名

出 席 数 17名 ビジター ０名

欠 席 数 14名 出 席 率 54.84％

前々回の出席率 66.67％ 修正出席率 78.79％

100％ 連続 0000回 100％ 通算 1578回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 岩瀬、黒岩、杉本、神田、加藤、

西、檀上、梅野、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事後（第1853回例会）

　　　中塚、石田、但馬、髙橋（別府）

■　欠　　席

安部、羽田野、石田、笠木、工藤（晴）、但馬、

西（貴）、中塚、竹内、詫磨、梅津、岡本、森、

髙橋

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

■　唱　　和　 四つのテスト

　　 言行はこれに照らしてから

　　　　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

■　ゲ ス ト 　

　立
たつかわ

川　諭
さとのぶ

暢氏（㈱立川表具店　代表取締役）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　寒い日が続いていますが、今年の冬は長期間の

低温状態が続いています。

　まだ、今後２週間程続くようなので、体調には

十分にお気をつけ下さい。

　この低温状態が続いている中で、別府の山間部に

繋がる道路は、毎日のように凍結しています。

　当社は、その道路の融雪作業をしています。凍結

しそうな日には、朝の３時からパトロールをして、

凍結していれば社員が出社して融雪しています。

　当たり前に通れる道路もこういう作業があって

通れるようになっていると知って頂けると、日々の

作業をしている側としても少し報われるかなと思い

まして、手前味噌にはなりましたが、少しご紹介

させて頂きました。

　インフルエンザもかなり流行っているようなので

十分お気を付け下さい。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　２月１日より　ロータリーのすべての振り込み

に対する適用相場が、下記とおり変更となりまし

たのでお知らせ致します。

　　１ドル 110円（現行 114円）

２．2018－2019年度国際ロータリーテーマ

３．2018－2019年 度 会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ ナ ー

（PETS）開催のお知らせ

　日　　時　2018年３月10日・11日

10日

　　　　　　11：00～点鐘／12：10～昼食

　　　　　　13：00～会長の役割と役務について

　　　　　　13：30～セッション３～７～18：00

　　　　　　点鐘／19：00～懇親会

11日

　　　　　　９：00～点鐘　セッション８～11 ～

12：30点鐘

　場　　所　ホルトホール大分（097-576-7555）

　懇 親 会　ホテル日航大分オアシスタワー

　出席義務者　次年度ガバナー補佐、会長エレクト、

次年度地区部門長他

　登 録 料　10,000円（懇親会費込）

　＊一力秀次次年度会長のご出席をお願い致します。

４．１月27日13：00～ホルトホール大分に於いて

「2018－2019年度Ｒ財団部門地区補助金管理セミ

ナー」が開催され、一力秀次次年度会長、杉本

邦弘次年度Ｒ財団委員長が出席されました。

５．例会変更のお知らせ

　大分南ＲＣ：２月９日の例会は『職場訪問

例会』の為、同日12：30～日本銀行大分支店に

場所変更

　大分ＲＣ：２月13日の例会は『夜間例会』の

為、同日18：30～ホテル日航大分オアシスタワー

に時間・場所変更

　日出ＲＣ：２月13日の例会は、定款第８条第

１節に基づき『休会』

　中津中央ＲＣ：２月13日の例会は、定款第

８条第１節に基づき『休会』

　津久見ＲＣ：２月13日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　湯布院ＲＣ：２月14日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　くにさきＲＣ：２月14日の例会は、定款第

８条第１節に基づき『休会』

　中津平成ＲＣ：２月15日の例会は『夜間例会』

の為、同日18：30～グランプラザ中津ホテルに

時間変更

　大分東ＲＣ：２月15日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　大分南ＲＣ：２月16日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　杵築ＲＣ：２月16日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

６．次週（２月９日）の例会予定

　「寒中７ＲＣ懇親合同例会」

　　２月９日18：00～ホテル白菊

　　＊次週は、２月８日を変更して別府北ＲＣの

ホストにより開催致します。多数のご出席を

お願いします。

　　＊当日はホテル白菊の駐車場は宿泊客で埋まっ

ています。最寄りの「別府公園東側駐車場」

「トラストパーク上田の湯」をご利用ください。

７．本日の回覧　①「寒中近隣７ＲＣ懇親合同例会」

（２月９日）出・欠席　②「但馬 友プロを囲んで

のゴルフ教室例会」（２月24日）出・欠席

８．本日の配布　①ロータリーの友 ２月号　②週報

№1854　③㈱クマヒラより「抜粋のつづり　その

七十七」

■ お 祝 い　（次週が「寒中７ＲＣ合同例会」為、

お祝いを本日ご披露致します）

　会員誕生日　瑞木　一博会員（２月６日）

　　　　　　　久保田高史会員（２月12日）

　夫人誕生日　詫磨　恵美さん（２月１日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　沼田　守生会員（２月７日）

　　　　　　　詫磨　康雄会員（２月13日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

　皆　　　勤　神田　　剛会員（１月26日＝34年）

■ ニコボックス　

　永嶋政人会員　私、耳が聞こえづらくて、いつ

も卓話の声の聞こえやすいところに座るのです

が、本日は座席指定例会でしたが、ＳＡＡの方

から演台の前に案内頂きました。お気遣いを

ありがとうございます。１口

　桝田 浩会員　本日、久々の卓話です。この日

のために一生懸命勉強しました。宜しくお願い

します。２口

　山下布美代会員　先週は例会をお休みして申し訳

ありませんでした。母の喜寿のお祝いに中国へ

旅行に行ってまいりました。来年は父の米寿を迎

えます。元気で長生きしてもらいたいです。２口

　二宮会員、退院おめでとうございます。急性

肺炎、気をつけて下さいね。しかし、退院したら

連絡下さいね。お見舞に行ったら、すでにいない

との事。本人の希望で買ったＨな本をどうすれ

ば良いのでしょうか？　１口お願いします。

「インスピレーション
になろう」

2018－2019年度　RI 会長　バリー・ラシン氏

（イーストナッソーＲＣ／バハマ、ニュープロビデンス島）



　皆さん、こんにちは。本年度、

奉仕プロジェクト委員長の桝田

です。本日は、地区補助金事業

とそれに伴う補助金の種類に

ついてご説明させて頂きます。

久しぶりの卓話ですので、少し

緊張していますが宜しくお願い

します。

補助金の種類

次の２つの補助金が提供されます。

１．地区補助金

　　資金が一括して支払われ、クラブや地区が海外の

差し迫ったニーズに取り組むために利用できます。

２．グローバル補助金

　　プロジェクト総額30,000ドル～400,000ドルの

範囲で、６つの重点分野に関連し、長期的に大きな

成果をもたらす活動を支援します。

地区補助金とグローバル補助金のしくみ

１．地区補助金（ＤＧ）

　　３年前の年次基金と恒久基金の運用益を足した

その50％がDDF（地区財団活動資金）として、

地区にその配分が任されます。このDDFの金額

の50％を上限として、地区補助金（DG）に使う

ことができます。（前年度からの繰越金は含まれ

ません。）

２．グローバル補助金（ＧＧ）

　　DDFより地区補助金分を差し引いた金額に、

前年度からの繰越金を足して、さらにそこから

ポリオ・プラスへの寄付と平和センターへの寄付

を差し引いた金額がグローバル補助金の予算額と

なります（図１）。

奉仕プロジェクト委員長　　桝　田　　浩

○
　
Ａ ○

　
Ｂ

（図１）グローバル補助金

地区補助金による活動の種類

　地区は地区補助金を用いて幅広い活動を支援する

ことができます。地区補助金による活動例には以下

のようなものがあります。

１．地元や海外の奉仕プロジェクト（職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕、青少年奉仕等に関わるもの）

　奉仕のための渡航、災害救援活動

２．職業研修チーム（ＶＴＴ）※昔のＧＳＥ

　①協同提唱や、海外クラブ・地区との協力といった

要件がない

　②チームの人数や研修期間に制限がない

　③チームは、研修を提供することも、受けること

もできる

３．奨学金

　①レベル（高校、大学、大学院）、期間、場所（国内

あるいは海外）、専攻分野に関する制約がない

　②奨学金の額に制限がない地区は、地区補助金を

用いて支援しようと計画している職業研修チー

ムや奨学金についての独自の基準と管理運営

手続を定めるよう奨励されています。

グローバル補助金による活動の種類

　グローバル補助金は、恩恵を受ける地域社会ある

いは参加者のニーズに基づき、さまざまな活動を

支援するものです。すべての補助金活動は、口ータ

リー財団地区補助金およびグローバル補助金の授与

と受諾の条件に記載されている資格要件を満たす

ものでなければなりません。グローバル補助金の

構成の下では、クラブと地区は、より柔軟に重点

分野においてロータリー財団の使命を推進していく

ような補助金活動を実施していくことができます。



１．人道的プロジェクト

　　グローバル補助金は、以下の条件に基づいて、

人道的プロジェクトに使用することができます。

　①重点分野の１つもしくは複数の目標を支える

ものであること。

　②恩恵を受ける地域社会に測定可能な成果をもた

らすものであること。

　③補助金が使用された後も持続する成果をもた

らすものであること。

　④最も緊要なニーズに取り組むために、恩恵を

受ける地域社会と協力して立案されたもので

あること。

　⑤地域社会と一体となってニーズに取り組むもの

であること。

２．奨学金

　　グローバル補助金は、以下の条件に基づいて、

奨学金に使用することもできます。

　①重点分野の１つあるいは複数に関連する大学院

レベルの研究に提供される奨学金であること。

　②１～４年間の研究に提供される奨学金である

こと。

　③派遣地区から海外の受入地区に留学する奨学生

に提供される奨学金であること。

３．職業研修（ＶＴＴ）

　　グローバル補助金はまた、職業に関連する技術

を学んだり、特定の分野において現地の人々を

指導したりする目的で、専門職に携わる人々から

成る職業研修チームを海外に派遣するために使用

することもできます。以下は、職業研修チームの

派遣に関する詳細です。

　①チームの派遣によって、チームあるいは恩恵を

受ける地域社会の能力が高められる。

　②人道的プロジェクトあるいは奨学金と付随して

職業研修チームの派遣を行うことができる。

　③チームは、異なる職業に携わるメンバーから

構成することもできる。ただし、同じ重点分野

を支援するという共通の目的を持っていなけれ

ばならない。

　④チームの構成は、ロータリアンであるチーム

リーダーが少なくとも１名、ロータリアンでは

ないチームメンバーが少なくとも２名としなけ

ればならないが、参加人数の上限はない。

　⑤参加者の年齢制限と研修期間の制約がない。

　⑥１つの補助金で、複数のチームを派遣すること

ができる。

　本年度も昨年、一昨年に続き地区補助金を活用

しての奉仕プロジェクトを実施します。

　昨年、一昨年は光の園で実施しましたが、今回は

別府平和園にて行いたいと思います。別府平和園

には、現在、未就学児から小・中・高校生を合わせて

31名、それに宮崎ホーム、加藤ホームの11名を合わ

せて42名の子ども達がいます。その子ども達の環境

をより良くするために、今回資料にありますように

レンガと花で玄関通路を舗装しようと思います。

　３月までの完成を目標に３回作業を実施します

（内２回はロータリアン参加）。そして最後の作業時

には、昨年同様、例会を兼ねて行いたいと思います。

　またその時、子ども達と共にバーベキューを実施

することも考えていますので、その時は親睦委員会

のご協力も宜しくお願いします。

　昨年のプロジェクトで子ども達の喜ぶ姿を見た時、

本当にこの事業をやって良かったなと思いました。

今年もこの感動を別府東ＲＣのメンバー皆さんで

分かち合いましょう。ご協力宜しくお願いします。
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