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 ～ 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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中元委員 

前回の報告（第２８２３例会） 

平成２９年４月６日(木） 

 

（松村会長） 

 

 

会員誕生：橋爪(誠）君、成戸君、脇村君 

配偶者誕生：嶋田浩和さん、松村寿子さん 

結婚記念：脇村君、橋本君、應地君 

 

 

（松村会長） 

 最近は地図を見る機会が

減って、もっぱらグーグル地

図 や カ ー ナビ にお 世 話に

なっています。今日は海の地

図、海図について少しお話さ

せて頂きます。地球表面の一

部又は全部を縮小して平面

上に描き表したものが地図で

す。英語では陸の地図をマッ

  平成２９年４月１３日 第２８２４回 

・会員卓話：石垣 洋介 君「最近思うこと」 

      宮井 清明 君「少年時代の思い出あれこれ」  

・ソング：「我らの生業」 

  平成２９年４月２０日 第２８２５回 

・外部卓話：伊藤 伸介 氏（陸上自衛隊 信太山駐屯地 三等陸尉）  

      「陸上自衛隊の災害派遣など」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

プ、海や湖の地図をチャ―トといいます。 

 海図を利用する人は海で仕事をする人、船員、漁師、海

上保安庁や海で遊ぶ人など考えられます。海図はどんな

時に使用するかと言いますと、出発地から目的地までの航

路を確認するため、また、航海中に現在地を確認するた

め、安全に停泊するためなどです。こんなことは陸上では

カーナビなどで簡単に知ることが出来ます。しかし、海に

は道路や駐車場がありません。海図に航海ルートを鉛筆

で書き込むということが今でも行われています。航海中は

今どこにいて、陸地からどれだけ離れているか、水深はど

れだけか知りたいものです。湾内に停泊する時、水深と海

底が岩か砂か泥か知っていれば錨を下ろす時に便利で

す。したがって、海図には海岸線、水深、海底の地質、方

位、緯度・経度が書かれています。海図の陸地部分は普

通の地図とは異なります。海岸線については、砂浜、岩

場、崖、コンクリート、テトラポッドが書かれており、これらは

沿岸部の波の立ち方を予測するのに参考になります。陸

地部分は等高線や山、川、滝など、沿岸部分では人工物

の道路、鉄道、送電線、橋、煙突、塔、タンク等が描いてあ

ります。基本的には海から見て目印や目標になる物です。

使用対象のものとして港湾施設、病院、鉄道駅などがあり

ます。 

 地図も海図も地球表面の絵図であり、海図の方は地球

の上にある水の量と潮の満ち引きによる水の流れ方を表し

ている点が大きく異なる所です。海底の地殻変動で津波

が発生し陸に押し寄せます。テレビで東北の津波関連の

番組を見ていて、海図と地図について考えました。そんな

わけで今日は海図についてお話させていただきました。 

 

 

（橋爪(誠）幹事） 

１．本日、例会終了後、第１０回定例理事会を開催します。 

２．他クラブ例会変更  （後方掲示） 

開 催 日 

２８２３ Nｏ． 

今月の誕生・結婚祝 

 幹事報告  

会長の時間  

 

（左から） 

脇村君、橋爪（誠）君

です。 

お誕生日おめでとう

ございます。 



２ 

母子の健康月間 

 

 

＊R広報委員会（上野山(栄）委員長） 

 ガバナーメッセージ４月号を配布しています。地区ホー

ムページのガバナー月信もご覧ください。 

 

 

 

（嶋田(ひ)例会運営委員） 

本日の会員数２５名   

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２１名  

   （出席規定免除会員７名） 

     ８７．５０％ 

3/23   ８４．６２％    

MU：橋本君、成川（雅）君 

 

 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：２回休ませていただきました。上野山英樹副会

長様、ありがとうございました。あと３ヶ月しっかり務めさ

せていただきます。皆様よろしくお願いします。中元先

生、卓話楽しみにしています。 

橋爪（誠）君：中元先生、本日の卓話ありがとうございま

す。勉強させて頂きます。「いつもの良い声でどう

ぞ！」 

中元君：本日、卓話させていただきます。 

嶋田(崇)君：中元先生、卓話ご苦労様です。 

脇村君：中元さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

橋本君：中元さん、本日の卓話よろしくお願いします。

ロータリー財団補助金、学ばせていただきます。 

岩本君：中元先生、今日の卓話で勉強させていただきま

す。 

上野山(栄)君：中元先生、卓話で勉強させて頂きます。 

中村君：中元先生、本日の卓話楽しみにしています。勉

強させていただきます。末っ子が大学へ進学し、家は

家内と二人きりになりました。どうしよう。 

上野山(英)君：中元直前会長さん、本日卓話で勉強させ

て頂きます。 

橋爪(正)君：中元さん、ロータリー財団の卓話、御苦労さ

まです。 

井上君：中元先生、本日はよろしくお願いします。 

成川(守）君：中元前会長、卓話ご苦労さまです。 

川口君：中元様、本日の卓話宜しくお願い致します。勉

強させて頂きます。 

酒井君：中元さん、本日の卓話よろしくお願いします。勉

強させていただきます。 

石垣君：中元君、卓話楽しみにしています。 

宮井君：中元君、本日の卓話ご苦労さんです。勉強させ

て頂きます。 

上野山(捷)君：中元先生、本日の卓話ご苦労さまです。 

 

 

 

 

 

「ロータリー財団補助金について」 

 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

会員 

中元 耕一郎 君 

ロータリー財団の歴史

アーチC.  クランフ

・ 1917年 米国ジョージア州アトランタで
開催された国際大会において、
アーチC. クランフが「全世界的
な規模で慈善・教育・その他社
会奉仕の分野でよりよきことを
するために基金をつくろう」と
提案

・ 1928年 国際大会でこの基金がロータ
リー財団と改称される

・ 1947年 ポール・ハリスが逝去し、彼の
死を悼んで世界中から財団に
寄付が集まり、翌年には最初の
財団プログラム（高等研究奨学
金）が実現した

６重点分野

水と衛生

経済と地域社会の発展

基本的教育と識字率向上

母子の健康

平和と紛争予防/紛争解決

疾病予防と治療

ロータリー財団の補助金

グローバル補助金

地区補助金

人道奉仕

奨学金

職業研修



３ 

母子の健康月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

グローバル補助金の申請要件

・ 実施国（現地）にロータリーがある（プロジェクトを提唱する）
（ニーズの調査、補助金のマネジメント、ベトナムは例外）

・ プロジェクト予算は３万ドル以上（348万円）

・ ６重点分野に該当する

有田RC

グローバル補助金活動の留意点

！研修は必須（物品の提供のみは不可）

！地元で調達できる物品であること

！保守管理の技術と部品

！保守管理のための財源

！地元のカリキュラムである（英語）

！基本的教育＝初等（中等）

！災害支援は不可

！受益社会の参加（研修や工事など）

！実施国は開発途上国が望ましい

⚠

地区補助金

地元や海外で行う小規模で短期（1年以内に終了）の活動に活用する補助金
である。財団の使命に関連する活動やプロジェクトの目的で、地区財団委員
会に地区補助金を申請することができる。（6重点分野に該当しなくてもOK）

・人道奉仕・・・災害復興活動や建物の建築（増築や改修も含む）にも利用可能

・奨学金・・・・・教育機関のレベルや場所、専攻分野の制約なし

・職業研修・・・専門職業を持つ人々からなる職業研修チームの派遣
（現地の人々に職業研修を行うチーム、または現地で職業スキルを学
ぶチーム）

プロジェクト総額 クラブ負担額 補助金申請額

＄725+＄1,087=＄1,812

1,812×116=210,192円

＄2,900×0.25=＄725 ＄2,900×0.25=＄725

＄725×1.5=＄1,087

補助金申請額 ＝クラブ負担額 ⇒3年前の年次寄付（＄2,900）の25％＝＄725

クラブ寄付実績に基づく補助金額⇒補助金申請額×150％＝＄1,087
（＄100～＄149）

当クラブのプロジェクト総額算出方法

地区補助金プログラムのまとめ

１、財団補助金セミナーへの参加

２、地区補助金銀行口座の開設

３、地区補助金申請書類の提出（事業計画書、

見積書等）

４、地区補助金の受け取り

５、奉仕事業の実施（1年以内に完結するもの）

６、事業報告書の提出（新聞記事等の写真、領収書）

財団のシェアシステム

3年前の寄付+恒久基金の収益50％ 運営費

地区財団活動資金(DDF) 国際財団活動資金(WF)

地区補助金(DG) グローバル補助金(GG)

国際奉仕
社会奉仕

国際奉仕
（６重点分野）

ポリオプラス
平和センター

みかん海道 桜木の手入れ 
 

  平成２９年５月７日（日） 

  午前９時～１１時頃まで 

        （昼食後、解散） 

       ☆皆さん、 

         ご参加くださ～い 


