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司会　鶴田 太洋 副SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

｢笑顔のつどい」
｢それでこそロータリー」
ソングリーダー  福嶋安行 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

今日の花

                                              出席副委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　　　　
　　あなたを愛します

★コチョウラン ピンク

幹事報告
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1.例会変更のお知らせ

＊週報を送ってくださったＲＣ
　
　富津シティＲＣ

今後の予定

◎

◎

◎

4 月25日(木) 「クラブフォーラム(全体会議)」

5 月 2日(木)   休会(定款細則により)

5 月 9日(木) 「人生は一度」望月幹仁 会員

　

　　

委員会報告

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

1.ガバナーノミニー告知の件
　箕田敏彦氏(横浜ＲＣ)を指名しました。
2.「やまだの作文」が全国ＲＣに発信さ
　れました。
3.薬物クリーンかながわより、違法ド
　ラッグの怖さについて冊子が届きまし
　た。
4.5/23クラブの夜間例会へ変更します。
　サンピアンかわさき　18：30～
5.4/16川崎百合丘ＲＣ35周年記念例会へ
  出席して参りました。
6.会長一口メモ
　ＣＬＰ(クラブリーダーシッププラン)
　について

 安本好勝　親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

なし

国際ロータリー　第２５９０地区

ロータリー財団委員長

志村 雄冶　様（川崎南ＲＣ）

■小山宏明　新世代奉仕副委員長
  4/21(日)学童野球大会閉会式を開催します。
　

鈴木慎二郎　会長 スピーカー紹介 鈴木慎二郎　会長 
なし

スピーカー紹介



本日の卓話

 　
　国際ロータリー　第2590地区
　　 ロータリー財団委員長
　　　　志村 雄冶　様
　（川崎南ロータリークラブ）

 　
『ロータリー財団・未来の夢計画について』

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　     いつもＲ財団へご寄附を頂き、心から感謝しております。

今後もよろしくお願い申し上げます。
１.Ｒ財団の歴史と現況
　 １９１７年アーチ・クランフが提案し、１９２８年にＲ

　 　　 　 財団と命されました。
　 １９４７年ポール・ハリスの死後、爆発的に基金が集ま
　 り、以後国際親善奨学生、ＧＳＥ、ロータリー平和フェ

　 　　 　 ロー、地区（人道的）補助金、マッチンググラント、ポ
　 リオプラス等の活動を展開しています。
２.Ｒ財団現在のシステム・・・シェアシステム
　 年次寄付総額と恒久基金の運用益の合計額の５０％が
　 ３年後に地区資金（ＤＤＦ）と国際活動資金（ＷＦ）
　 として配分されます。
３.Ｒ財団の問題点
　 ＷＦ特にマッチンググラント等奉仕プロジェクトの急激

　 　　 　 な増加により、Ｒ財団本部（ＴＲＦ）が審査と事務手続
　 　　 　 きに忙殺されています。その結果、ＴＲＦの肥大化とコ
　 　　 　 ストパフォーマンスの悪さが目立ってきました。

　 ４.Ｒ財団の改革のポイント
　　 　 Ｒ財団の第２世紀へ向けて、効果的で効率の良い支援方法

を考えるため、今までのＲ財団の長所を土台として、持続
　　 可能な成果の実現を目指します。そこで、「未来の夢計画」が考えられました。
５．未来の夢計画の基本
　　（１）世界で最も必要とされる、持続的で効果的な大きなプロジェクトに集中します。
　　　　　 ＜ＷＦ．パッケージグラント＞
　　（２）地区の裁量に任せる「新地区補助金（ＤＤＦ）」は、クラブと会員が主体となる、地元地域 
　　　 社会や海外への奉仕活動で、地区の特徴を活かした小規模な奉仕プロジェクトです。
　　（３）ＤＤＦとＷＦを組み合わせた「グローバル補助金」は、比較的大きな奉仕活動（３万ドル以
　　　　　 上）とし、海外への人道的・教育的なプログラムで、持続的で将来現地の協力者へ移管でき
　　　　　 るもの、あるいは海外への留学、職業研修（ＶＴＴ）等が考えられます。＜スポーツで例え
 　 　　　 れば、オリンピックのような大きな効果があるプロジェクトを考えましょう＞
６．今後の対応

　（１）今年度は、まず地区としてのＭＯＵ（覚書）を送付し、計画年度にあたるので、地区として
グローバル補助金と新地区補助金の内容を決定し、ネット申請します。

　 （２）各クラブとしては、できるだけ全てのＲＣがＭＯＵ（覚書）を地区に提出し、クラブとして
　　 の奉仕活動を検討して、グローバル補助金か地区補助金を地区に申請します。

　（３）地区は、その内容を審査し、効果的で持続可能なプロジェクトを選び、ＴＲＦにネット申請
をします。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太 副会長

★いつもお世話になっております。今日はロータリー財団
　未来の夢計画についてお話させて頂きます。
　国際ロータリー　第2590地区
　ロータリー財団委員長　志村雄冶 様（川崎日吉ＲＣ）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

宮本会員
　昨日Ａグループファイヤーサイド参加の皆様、
　お疲れ様でした。本日Ｂグループの皆様、宜し
　くお願い致します。

野口会員
　志村先生、本日はロータリー財団について、分
　りやすく御指導をお願い致します。

山本会員
　志村様、本日の卓話宜しくお願い致します。

小山会員
　志村Ｒ財団委員長、本日はようこそ。
　Ｆ.Ｖ.Ｐについて御教授下さい。

秦会員
　志村様、難しいＲ財団の話じっくり聞かせて下
　さい。

増田敏雄会員
　志村雄冶様、本日の卓話宜しくお願い致します。

河口会員
　地区ロータリー財団委員長志村雄冶様、本日は
　ようこそいらっしゃいました。
　卓話宜しくお願い致します。

武藤会員
　志村様、本日の卓話楽しみにしています。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

福嶋会員
　昨日のファイヤーサイドミーティング熱気の中の
　意見大変参考になりました。
　陽気も良くなり本日のミーティングのビールの味
　は最高だと思います。

小枝会員
　志村様、今日は宜しくお願いします。
　卓話楽しみです。　

増田洋一会員
　志村様、本日の卓話で勉強させて頂きます。
　宜しくお願い致します。

飯坂会員
　皆様、久しぶりです。今週の火曜日の名門会ゴル
　フ参加の皆様、どうもありがとうございました。

名古会員
　飯坂さん、入会おめでとうございます。
　これから頑張って下さい。
　再入会は入会費がかかります。

鈴木会員
　志村Ｒ財団委員長、本日はようこそお越し下さい
　ました。卓話を宜しくお願い申し上げます。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 94,000　円

本日のニコニコ　　　27,000　円

　　　累計金額 　　832,270　円

　　河口武生会員クラブ会報委員会
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