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１．真実かどうか

e-mail

四つのテスト

２．みんなに公平か

http://www.aridarc.jp
office@aridarc.jp
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担当：中村副委員長・嶋田(ひ)委員

～

毎週木曜日 12:30
紀州有田商工会議所6F
〒649-0304
有田市箕島33-1
紀州有田商工会議所２F
有田ロータリークラブ
Tel (0737）82-3128
Fax (0737) 82-1020
昭和34年6月15日

言行はこれに照らしてから

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

2018-2019年度クラブ方針

Take Action and Enjoy!
行動を起こそう！そして楽しもう！

次回のお知らせ

本日のプログラム

平成３０年１１月２９日 第２８９３回
・ミャンマー国際奉仕事業の報告

平成３０年１１月１５日 第２８９２回
・外部卓話：楠部 睦美 氏（有田川女子会）
「女性も楽しくまちづくりに」
・ソング：「それでこそロータリー」

・ソング：「四つのテスト」
脇村佳世子さん、應地拓子さん
結婚記念：上野山(栄)君、北畑君、井上君、川口君、石垣
(泰）君

前回の報告（第２８９１回例会）
開催日
開 催 日 平成３０年１１月８日(木）

点

鐘

（上野山（栄）会長）

11月のお誕生日

ゲストの紹介

（石垣(泰)親睦活動委員長）
ゲスト：中野 均 様（2640地区ガバナーエレクト）
ビジター：平松 一彦 君（有田2000ＲＣ）

(左から)
嶋田ひで君、
成川雅史君です。
お誕生日おめでと
うございます！

米山功労者表彰

11月 が 結 婚 記 念
の皆様です。
おめでとうござ
います！

ロータリー米山記念奨学会より成川(守)君に感謝
状が届きましたので、上野山（栄）会長より授与さ
れました。
第31回米山功労者：成川守彦君

会長の時間

（上野山(栄)会長）
「ロータリー重点分野」
皆様、先週はお休みでしたが、月末には地区大会が御
座いました。ご出席頂いた会員皆様ありがとう御座いまし
た。表彰に於いては昨年度の頑張りのおかげで有田RCの
オンパレードで御座いました。週報の写真をご覧いただけ
ればと思います。
さて、本日は中野ガバナーエレクトにお越し頂きました。
11月はロータリー財団月間であります。中野ガバナーエレ

今月の誕生・結婚祝
(石垣(泰)親睦活動委員長）
会員誕生：成川（雅）君、嶋田（ひ）君
配偶者誕生：上野山美知子さん、石垣よしみさん
１

ロータリー財団月間
クトは岡本年度の地区財
団委員長でございまして、
本日は贅沢にもガバナー
エレクトに財団の各種寄付
金について卓話を頂きま
す。よろしくお願いいたし
ます。
そして、11月17日は第2
分区のIMの開催です。地
区役員様や他のクラブの
予定を考慮し、全てを満たす日程調整ができなかった
為、会員全員の出席が叶わず、止むを得ず不参加の会
員様には申し訳ありませんでした。しかしながら参加者全
員で運営し、良いIMとなるようご協力をお願いいたしま
す。ご自身の担当等、今一度ご確認いただきますようお
願いいたします。
その後、22日からはミャンマー国際奉仕チームの出発
となります。11月も事業満載です。皆様、体調管理に気
を配り、ご協力の程、お願い致します。
さて、本日のお話ですが、ロータリー重点分野の冊子を
マイロータリーからダウンロードしましたので皆様にお渡
し致します。実は当初は、当クラブから提案された決議案
18R-40 「国連の持続可能な開発目標を支援するため、
重点分野を見直すことを検討するよう管理委員会に要請
する件」（第2640地区立法案検討会にて承認 2018年5月
19日）の中のSDGsについてお話ししようと考えていまし
た。SDGsは盛り上がりを見せ、企業もCSRに変わる勢い
で積極的に取り入れ始めています。SDGsついての理解
を深め、さらに決議案について考えていただける機会と
思いましたが、それ以前に現状のロータリーの重点分野
をおさらいしないと、この決議案を理解するところには至
らないと考えました。そして、重点分野は本日の卓話の
「ロータリー財団の寄付」とも直結するところでもあります。
お配りした冊子はロータリアンにとって６つの重点分野の
中での取り組むべき事業のヒントが集約されていて、とて
も見やすくなっていますので、説明するというよりはご覧く
ださい。重点分野の理解が広がると思います。
一方で、一般の方々向けのホームページRotary.orgで
はこの重点分野を「活動分野」という言い方に変えてわか
りやすく表現しています（公共イメージ）。項目についても
１.平和と紛争予防／紛争解決 →「平和の推進」 ２.疾病
予防と治療 →「疾病との闘い」と言うように言い回しを変
えて表現しています。具体的な事業の内容なども掲載さ
れています。RIのホームページはいくら見ても終わらなく
日々更新しています。ここ数年でロータリーのウェブの充
実度には眼を見張るものがあります。是非、会員皆様も
時間をかけてじっくりご覧になってください。

幹事報告
（嶋田(崇)幹事）
１．地区より10/27、28開催の地区大会参加のお礼が届
いています｡
２．第2分区ＩＭの出席者を今日の例会と次週例会でとり
ます｡
３．11月のロータリーレートは､112円/＄です｡

４．例会終了後､第5回定例理事会を開催します｡

委員会報告
＊Ｒ財団委員会（松村委員長）
橋本君より特別寄付をいただきました。
＊Ｒ広報委員会（菅原委員長）
ガバナー月信を回覧しています。
（前回10/25報告分）
＊国際奉仕委員会（橋爪（誠）委員長）
①ロータリー国際大会2019.6.1～6.5 早期登録割引は
2018.12.15までです。
②インドポリオワクチン投与活動（NID）の実施日2019.2.3
参加ツアーは2019.2.1～2.5です。ご興味ある方は、ぜ
ひ参加をご検討下さい。

出 席 報 告

（木本例会運営委員長）

本日の会員数３１名
（出席規定免除会員９名）
出席会員数２５名
（出席規定免除会員９名）
８０．６５％
10/25
８６ ．６７％
ＭＵ：成川(守)君、脇村君、石垣(泰)君

ニコニコ箱の報告

（松村ＳＡＡ）
上野山(栄)君：先日の地区大会にご参加頂いた皆様、あ
りがとうございました。有田ＲＣらしい参加であり嬉しく、
感謝いたします。中野ガバナーエレクト様、本日はお
忙しい中、有田ＲＣへお越し下さり誠にありがとうござ
います。卓話を拝聴させていただきます。
嶋田(崇）君：中野ガバナーエレクトさん、本日の卓話楽し
みです。
上野山(捷)君：中野均様、ようこそ有田ＲＣへ、本日の卓
話よろしくお願いします。
上野山(英)君：中野ガバナーエレクトさん、本日のご来訪
有難うございます。卓話よろしくお願いします。
井上君：中野ガバナーエレクト様、本日の卓話よろしくお
願いします。
成川(守)君：地区大会の前年度表彰で８つの表彰を受け
ました。会員の皆様、ありがとうございます。
川口君：中野様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話宜しく
お願い致します。勉強させて頂きます。また、先月の
地区大会、おつかれ様でした。
宮井君：中野均様、お忙しい中お出で下さりありがとうご
ざいます。勉強させて頂きます。
中村君：中野均ガバナーエレクト、ようこそ有田ＲＣへ。
橋爪(正)君：中野ガバナーエレクト様、わざわざ有田ＲＣ
へお越し下さいました。
菅原君：中野様、卓話よろしくお願い致します。
２

ロータリー財団月間
橋爪(誠)君：中野ガバナーエレクト様、ようこそ有田ＲＣ
へ。本日ありがとうございます。
脇村君：中野均ガバナーエレクト、本日の卓話よろしくお
願いします。
丸山君：中野ガバナーエレクト、本日はよろしくお願い致
します。
児島君：中野ガバナーエレクト様、ようこそ有田ＲＣへ。
木本君：中野ガバナーエレクト、ようこそ有田ロータリーク
ラブへ。本日の卓話宜しくお願い致します。
松村君：中野均様、有田ロータリークラブへ。ようこそお
越し下さいました。

卓

を紹介し、申請し易い地区補助金申請のおねがいをさ
せていただきました。

閉会・点鐘

（上野山(栄）会長）

次週11/22（木）は休会です。

話

「ロータリー財団寄付金と補助金について」
2018-2019年度
国際ロータリー第2640地区
第２分区

2640地区ガバナーエ
レクト
（前 地区ロータリー財
団委員会委員長）

中野 均

ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ
ＭＥＥＴＩＮＧ

様

１９１７年アーチ・クランフが「世界で良いことをするため
の基金を作るのが、極めて適切であると思われる。」とビ
ジョンを述べた。この時初めて２６．５ドルの寄付があり、１
９２８年にこの基金からロータリー財団へ名称が変更され
ました。
ロータリー財団は、ロータリアンである私たちの寄付金
で運営されています。
ロータリー財団の使命は、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、世界理解、親善、平和を達成できるようにす
ることです。
この使命を達成できるよう各クラブロータリー財団委員
長様のお手伝いができるよう取り組みます。
今年度の寄付目標額について、年次寄付１人２００ドル
以上、ポリオ寄付１人１０ドル以上を設定させていただき
ました。
寄付分類について、①年次基金寄付、②ポリオプラス、
③恒久基金寄付について説明させていただきました。後
に説明させていただきます補助金申請をしていただくた
めの年次基金寄付へのお願いをさせていただきました。
個人の認証について、身近なポール・ハリス・フェロー
（マルチプル含む）からベネファクター、メジャードナーそ
してアーチ・クランフ・ソサエティと説明させていただきま
した。
続いて、補助金について、２０１３年から新しい補助金
制度が始まり、例として、１万円を寄付し３年後にどのよう
に使えるかをお示ししました。
最後に、一部ですが、今期受付しました地区申請内容
３

日時：2018年11月17日(土)
12：30～17：00
場所：有田市文化福祉センター
紀州有田商工会議所
ＩＭテーマ
「地域社会に根ざし、世界に羽ばたく
クラブを目指して」

ミャンマー国際奉仕事業
日程：2018年11月22日(木)～25日(日)
参加者：会員７名
（上野山栄、松村、中元、橋本、児嶋、
丸山、橋爪誠)
○パンチャンコン学校の親がいない子どもたち
への寄付事業

○パヤリー村にて有機肥料を活用した農法セミ
ナーの実施

