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皆 さんこ んに ち
は。ご出席いただき
大変ありがとうご
ざいます。
本 日の例 会の 担
当委員会はロータ
リー財団委員会で
す。2770 地区資金推進委員会 荒蒔委員長に卓
話のお願いをさせていただきました。後程宜し
くお願い致します。また、資金推進委員であり
資金管理委員長でもあります三枝委員長にも
お越しをいただきました。例会に華をそえてい
ただきまして大変ありがとうございました。
今月 15 日の地区大会では多数のご参加をい
ただき大会を盛り上げて頂きました、会員の皆
様には心から感謝を申し上げます。12 時から 19
時までの大変長丁場で、大抽選会では 1 等の５
万円相当の松坂牛のギフト券を頂くことがで
きました。クリスマス例会の抽選会の賞品とし
てお楽しみいただければと思っております。
また大変嬉しいことに、11 月 10 日に円谷会
員に女の子が産まれました。母子ともに健康と
のことで、無事に取り上げて頂きました。林先
生大変ありがとうございました。円谷会員は米
山記念奨学委員長をされておりますので産休
の間は松本副委員長が代行して委員会の運営
をしていただくことになっております。松本副
委員長におかれましては、早速、委員長代理で
一昨日、地区米山記念奨学部門の秋旅行にディ
ルバさん、ワニヤちゃんと一緒にご参加されま
した。松本副委員長ありがとうございました。
今年も残すところ後 1 ヵ月、明日から師走で
あります。この５ヵ月間、会員皆様のお役に立
てる例会と思い企画をさせていただきました。
未だ折り返し地点は過ぎておりませんが、引き
続き邁進してまいりたいと思います。
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毎々申し上げておりますが、会員の増強のお
願いでございます。本年度で 7 名の方がご入会
されておりますが、まだまだ目標人数には達し
ておりません。会員の皆様から多くの情報をお
待ちしております。
最後に、どうぞ会員の皆様におかれましては、
このコロナ禍におきまして、ご健康に一層のご
留意を頂いてロータリーライフを送って頂き
たいと思っております。
以上、挨拶とさせていただきます。ありが
とうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
勝山 勉 会員

お客様ご紹介

ご紹介：副会長 内山 泰成

功
■第 2770 地区 資金推進委員長
荒蒔 良和 様（さいたま欅ＲＣ）
ta
■第 2770 地区資金管理委員長/資金推進委員
三枝 和男
様（大宮東ＲＣ）
介 紹介：副会長
内山泰成
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマンさん

幹 事 報 告
幹事

荒井 理人

皆さまこんにちは。本日の幹事
報告は３点です。
①ボックスインさせていただい
た「Go To Rotary」は、地区の社
会奉仕部門からのお知らせです。
趣旨は、
「この緊急事態に、ロータリーという組織
が何もしてくれない、勝手に生き延びてくれとい
う無関心な組織なのか、身近な仲間にもきちんと

みんなが開く 新しい扉 ～新しい世界へ～
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目を向けてできる限り手を差し伸べてくれる組
織なのか、そこが問われていると考えます。」と来
ています。登録を宜しくお願いします。
②地区米山記念部門より、12/13（日）に開催され
ます、感謝の集いの案内が来ております。今年は、
コロナ禍での開催となりますので、各クラブとも
奨学生、会長、カウンセラーの３名のみの出席で
す。
③先に行われました、地区大会の模様が YouTube
にアップされています。吉岡秀人さんの記念公演
は、涙なくして見ることが出来ません。是非、ご
覧ください。

委 員 長 報 告

当クラブは、4 組出場 （会員の友人可能）
パーティ無し
詳細は、12 月中旬頃に案内申し上げます。
■SAA 岡部 勉
今年１月新年例会でご祈祷にお越しいただいた
氷川神社 遠藤権禰宜より、新年奉祝氷川神社献
灯の案内が届きました。BOX 投函させていただき
ましたので、よろしくお願いします。

米山記念奨学金支給 及び 近況報告
財団支援 部門 米山記 念 奨学委員 会
副委員長 松本有祐より奨学金授与

■財団支援部門 部門委員長 藤嶋 剛史
11/28（土）
、地区米山部門のバス
旅行にディルバさん、４歳の娘
さんワニヤちゃん、松本有祐会
員と参加しました。ワニヤちゃ
んとても楽しそうで、参加して
もらって良かったです。10 月、
11 月の米山特別寄付の募集に
は多くの皆
様にご協力
頂きありがとうございました。
次回例会まで集金を行い、最終
結果をご報告いたします。
■青少年奉仕部門
青少年奉仕委員会委員長 坂本 哲朗
来週の例会では、藤池会員のお孫さん
である小船菜子さんが帰国報告を行
います。彼女は 2019 年８/18～2020 年５/13 まで
交換留学生としてアメリカに派遣されていまし
た。皆さんの参加をよろしくお願いします。
■クラブ管理運営部門
親睦委員会委員長 風岡 淳一
たくさんのクリスマス例会の参加申
し込みをありがとうございます。本
日、登録料の支払い期日となっており
ますので、中山さんにお支払い下さいますようお
願い致します。また、申し込んでないけど参加し
たいという方は、本日中山さんに言っていただけ
れば参加可能ですので、帰りにお立ち寄り下さい。
■クラブ管理運営部門
会員研修委員会 矢部 正博
来週、12/７（月）18 時～20 時まで
クラブ RLI と会員研修会を行います。
ご参加よろしくお願いします。
■第４G / IM 実行委員 福田 和子
第３G・第４G 合同 IM 実行委員会より
下記の通り決定しましたのでご報告し
ます。
・2021 年 2/24（水）
第一部 午後３時受付 「セレモニー・卓話」
ソニックシテイ４Ｆ市民ホールにて
第二部 午後６時より 「懇親会」
パレスホテル大宮４Ｆにて
・2021 年 4/16（金）
ＩＭ ポリオチャリテイーゴルフ大会
プレステージカントリークラブ（栃木）にて

ロータリー財団寄付

表彰

～2020-21 年度ロータリー財団寄付表彰者～
■ポールハリスフェロー（PHF） 認証状、襟ピン
荒井 理人、胡 平、北川 敏也、岡部 勉、
小熊 一、瀬戸本 一雄、廿野 幸一、風岡 淳
一、坂原 一、関根 正也、志保 達郎、各会員

■マルチプル・ポールハリスフェロー（MPHF）
襟ピン

マルチプル 1
大谷 義武、矢尾 喜三郎、佐藤 直樹、髙橋 秀
樹、高橋 真貴子、染谷 義一、山崎 一祥、小林
政良、風岡 洋、各会員
マルチプル 2
小沢 孝、伊田 雄二郎、各会員
マルチプル 5
新藤 耕四郎 会員
マルチプル 7
吉田 暎治 会員
マルチプル 8
林 正 会員
■メジャードナー（MD）
クリスタル、襟ピン

林 正 会員

■第 2770 地区 資金管理委員会
委員長 三枝 和男 様より
感謝状とバナーの贈呈。
「前年度の財団へのご寄付につい
て、国際ロータリー ロータリー
財団より感謝状とバナーの授与を行います。
」

●「Every Rotarian, Every
Year」クラブ バナー
●100％ロータリー財団寄付
クラブ バナー
●End Polio Now「歴史をつ
くるカウントダウン」
キャンペーンの感謝状

卓

話

第 2770 地区
資金推進委員長
荒蒔 良和 様
（さいたま欅 RC）
財団寄付と
その活用について
～他クラブ
プロジェクト紹介～
■補助金はどのように使えるか？
大宮西 RC での例：
・さいたま市営大宮球場で、少年野球大会に差
し入れ（通常枠）
・大宮ろう学園に、ICT 教育用情報機器を寄贈
（大口枠）
① 地区補助金
地区補助金とは…比較的小規模で、短期間のプ
ロジェクトを支援する補助金
補助金額は少ないが、使用条件に多くの制約が
ないので、使いやすい
② グローバル補助金
グローバル補助金とは…大規模で長期に渡る海
外プロジェクトを支援する補助金
基本的に、ロータリークラブが存在する国で
のみ可（ベトナムを除く）
■補助金はどこから出ているか？
～シェアシステム～
皆様の寄付→二つの活動資金に分けられる。
50％が DDF に、50％が WF に分配される。
１．地区財団活動資金（DDF／District
Designated Fund）
２．国際財団活動資金（WF／World Fund）
POINT
※寄付金はその３年後に使用が可能になる。
投資し運用収益を運営資金としている。
参考：ロータリーの投資
（国際ロータリークラブの
HP より）

「2021 年 7/1 からの来期、大宮西 RC は地区の補
助金事業のリーダーシップを。共に頑張りまし
ょう。
」

