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第２４２０回例会
第２４２０回例会 11/12 地区大会に振替え
第２４２１回例会 ２０１７年１１月１６日
点鐘
ロータリーソング

米山記念奨学会表彰
米山記念奨学会表彰・
記念奨学会表彰・RLI 終了証書授与

中 野会長
我 等の生業

四つのテストの唱和
お客様紹介

馬場会員

R 財団部門 補助金委員会委員長 三枝 和男様

会長挨拶

中野会長
中野 会長

本日は、補助金委員会委員長 三
枝様にお越し頂きありがとうござい
ます。財団部門の卓話宜しくお願い
致します。また、加藤会員がアメリ
カとカナダの旅行報告をして頂ける

関口 博正（第 36 回）米山功労者メジャードナー

ということで時間をとっております。
盛りだくさんの例会で、本日は楽しみにしております。どう
ぞよろしくお願い致します。

幹事報告


折原幹事

下津谷 忠男（第 8 回）米山功労者マルチプル
渡辺 嘉一（第 4 回）米山功労者マルチプル
細井 勝保（第 3 回）米山功労者マルチプル

青少年奉仕部門より、2017-18
年度韓国研修についての国際
ロータリー第 2770 地区の考え
方について報告が届いておりま
す。東アジア情勢（北朝鮮問題）
が緊迫度を増している現在にお
いても、第 2770 地区青少年育成・インターアクト委員
会では、例年のとおり韓国研修候補生を募集すると
いう結論になりました。



地区より、平成 30 年 3 月 1 日～台湾高雄市 漢来ホ
テルで開催される、第 6 回日台ロータリー親善会議
のご案内が届いております。11 月 22 日が締め切り
になっておりますので、参加希望される方は、詳細
のご案内がありますので事務局までお問い合わせく
ださい。

中野 恒明（第 1 回）米山功労者マルチプル
折原 正昭（第 1 回）米山功労者マルチプル
折原 正昭（RLI）第 3 回終了証書授与

会員卓話（海外旅行報告）
9 月下旬に NY とカナダへ夫婦で行っ
て参りました。カナダの秋の紅葉を見
たいという女房の希望に応えるべく春
から準備を始めまして、予約をし、添
乗員と通訳の役割を夫として無事に
果たすことができました。10 日間の旅
行写真をまとめましたので是非ご覧ください。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

加藤会員

卓話

財団部門 補助金委員会委員長 三枝 和男様

補助金委員会というのは、財団
の卓話と言う点では専門外なので
すが（笑）、卓話を取り仕切ってい
る補助金推進委員長から電話が
あり、今回こちらに来ることができ
ました。私の担当している補助金
委員会というのは、主にグローバル補助金の手続き等を
しているので、事業の内容は素晴らしいのですが、手続
の話になると残念ながら途端につまらない話になります。
なので、今回は資料をもとに財団の話をさせて頂きます。
寄付のお礼
①メジャードナー 関口博正様 レベル３
②多くのポールハリスフェローの皆様への敬意
③是非 100％ポールハリスフェロー・クラブを
ロータリー財団 100 周年
①1917 年アトランタ国際大会 アーチ・クランフ RI 会長
世界でよい事をするための基金をつくろう
②最初の寄付 ミズーリ州カンザスシティ RC
26 ﾄﾞﾙ 50 セント
③杉戸町音楽祭 財団 100 周年横断幕パネル
財団設立の原点
①ロータリー財団の父 アーチ・クランフ
②ボスニア紛争戦におけるサラエボのある記者の話
③お金だけではない価値
ロータリー財団の使命
「ロータリアンが、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。」
ロータリーの目的
「奉仕の理念で結ばれた職業人が、（中略）国際理解、
親善、平和を推進すること。」
補助金の種類
①今まで（RI100 周年の頃）の補助金
（人道的・教育的）プロジェクト
②現在の補助金
地区補助金（1 年以内の短期・小規模・国内外・地区の
裁量）
グローバル補助金（長期・3 万ﾄﾞﾙ以上・海外・持続可
能）

ポリオ撲滅
①紀元前のエジプトの壁面にポリオ
治療方法がない、予防のみ
②フィリピンで 600 万人ワクチン投与
ジェームス・ボーマーRI 会長 1979-80RY
③日本では 1948-61 年頃ピーク
④常在国
アフガニスタン （9 件）※２０１７年までの発生件数

出席報告

石塚会員
石塚会員
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スマイル報告

石塚会員
石塚会員

三枝和男様：
三枝和男様： 本日はロータリー財団部門卓話にお招き頂
きありがとうございます。

中野会長：
中野会長： お客様ようこそ。加藤さん少ない時間の中卓話
有難うございました。続きはまた夜にでもお願いします。

パキスタン （5 件）

折原幹事：
折原幹事： 加藤会員、三枝様、卓話有難うございました。

ナイジェリア （０件）

石井会員
石井 会員：
会員 ： 冬将軍到来、風邪などひかないように体調管

⑤2018 年はポリオ撲滅の最終年の始まり
撲滅の定義：３年間野生株での発症が無い事
ロータリーカード

理には充分注意してください。R 財団部門補助金委員長
三枝様ようこそ。本日は宜しくお願い致します。加藤会員
卓話ありがとうございます。

①個人カード（利用額の 0.3％が R 財団へ寄付）

関口会員
関口会員：
会員： 財団三枝さん、加藤さん本日卓話ありがとうご

法人カード（利用額の 0.5％が R 財団へ寄付）

ざいます。地区大会、RI 会長エイド無事終わりました、ま

理事会や委員会での諸費用

るまる一週間。素晴らしい会長代理でした。

②MY ROTARY から
国際大会の登録、R 財団へのオンライン寄付
③税制上の優遇措置

加藤会員
加藤会員：
会員： カナダの映像楽しんでいただけましたか？思い
出したらまた行きたくなりました。

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 財団補助金委員長、三枝様、お越し頂きあり
がとうございます。本日、ガッツリ勉強させて頂きます!!

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 先日、日経流通新聞紙上で全国の有力旅行
企業 63 社の動向調査がありました。全体では企業の 70%
が前年比売上減になっていました。当社は 6.7％増とまず
まずでしたが、売り上げ増の殆どが、楽天トラベル等のネ
ット企業でした。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： 三枝委員長、本日は卓話有難うございました。
栗原会員
栗原 会員：
会員 ： 三枝さん有難うございます。加藤さん、同じ愛
妻家として見習います。今夜は JC の後輩たちと飲むので、
日馬富士のように暴れないように気をつけます。

仁部会員
仁部会員： いずみ花火大会、よろしくお願いします。
宮田会員：
宮田会員： 音楽祭よろしくお願い致します。
篠原会員：
篠原会員：田中会員：廣井会員：細井会員：
渡辺（良）会員長岡会員：加藤会員、卓話ありがとうござい
ます。三枝様ようこそ。

落合（優）会員
落合（優）会員：
会員：石塚会員：渡辺（嘉）会員：
石塚会員：渡辺（嘉）会員：馬場会員
会員：馬場会員
お客様ようこそ。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

２８，０００円
，０００円
４４６，０００
，０００円
４４６
，０００
円

スマイル目標額
１，３００，０００円
１，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

第 7 回杉戸町音楽祭
平成 29 年 11 月 23 日（カルスタすぎと）
日（カルスタすぎと）

第２４２３回例会 ２０１７年１１月３０日
夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘
※夜間例会の写真が不良のため掲載できませんでし
た。申し訳ありません。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２４，０００円
２４，０００円
４７０，０００円
４７０，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

