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つのテスト

●真実かどうか

第1537回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

今朝、米男子PGAゴルフツアー、メモリアル

平成26年6月9日

トーナメントで松山英樹選手優勝の快挙を見

卓話 「一年間の総括」クラブ奉仕 清水理事
職業奉仕 榎原理事
今週の歌「夏は来ぬ」

ることができました。
先週も報告しましたが、2013-2014年度RI

先週内容

第2660地区、最後の行事になる国際大会がシ

会長挨拶

石﨑会長

ドニー（オーストラリア）で6月1日〜4日まで
開かれています。
6月は「ロータリー親睦活動月間」です。日
本のロータリーで「親睦」というと、ゴルフ、
旅行、クリスマス、宴会、クラブの同好会での
活動を意味するように思います。国際ロータ
リーには理事会によって承認されたロータ
リー親睦活動グループが現在64あるとのこと
です。

連日猛暑日が続いています。皆様お身体ご

さて「親睦活動月間」に、今週5日、6日とゴ

自愛願います。

ルフ同好会による、本年度第3回会長杯ゴルフ

6月に入り、本年度も残すところあとひと月

コンペがあります。私の初期メンバーのコー

になりました。最後までご協力のほどお願い

スでもある滋賀県タラオカントリークラブで

致します。

の宿泊2日間のプレーとなり、現在12名の参加

先週、
「日朝・拉致再調査委合意」のニュー

をいただいています。

スがありました。2002年の5人帰国に続き、今

「タラオカントリークラブ」は1985年の開

度こそ全員帰国を期待したいものです。

場で、今年30年を迎えますが、昨年の全国ゴ

ロータリー親睦活動月間

次週 第1538回 例会予告

ルフ場総合ランキングで「太平洋クラブ御殿

平成26年6月16日

場コース」を抑えて1位に輝きました。東コー

卓話 「一年間の総括」

社会奉仕
大藤理事
国際奉仕
長屋理事
新世代奉仕 木田理事
Weekly No. 1537は村井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1538は田中（孝）委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

ス18ホールが開場時のコースで、OB杭もほと
んど目につかず、豪快なショットが楽しめます。
西コースはビーチバンカーなど、11ホールが
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出席報告

池に絡む素晴らしい景観が楽しめます。宿泊
の「ホテルレイクヴィラ」には隣接の信楽・多

澤井委員長

●会 員 数 50名 ●来
客
1名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 81.82％
●5月12日の出席率（メーキャップを含む） 100％

羅尾温泉とナイターも含め、ショートコース
が楽しめます。
2012年日本女子プロゴルフ選手権大会コニ

誕生御祝−６月

カミノルタ杯が開催され、優勝は13アンダー
で有村智恵選手でした。
もう一つの「親睦活動」は「野球を通じて親
睦の輪を拡げよう」です。野球同好会・SUITA
WESTは2006年結成から8年目を迎えていま
す。9月6日、第31回全国ロータリークラブ野
球大会・甲子園に出場しますが、過去の甲子
園戦績は1勝2敗で負け越しです。今年の相手
は今治RCです。
私は名誉ある監督を続投していますが、今

結婚御祝−６月

回万一敗戦の憂き目を見れば監督を辞任しよ
うと思います。皆様、4月から放送中のTBS「日
曜劇場」連続テレビドラマ「ルーズヴェルト・

昭和 56 年 6 月14 日

佐藤会員ご夫妻

平成 9 年 6 月29 日

橋本（芳）会員ご夫妻
以上2組

ゲーム」
（8対7）以上の最高の試合をお見せし
ますので、ご期待の上、観戦応援願います。

米山記念奨学会委員会

米山奨学生

本日、佐藤会員、矢倉会員より特別寄付を頂
きました。ご協力ありがとうございました。

金ジャンディさんに奨学金授与

幹事報告

荻田委員長

井伊幹事

ロータリー財団委員会

山岡副委員長

◦6月号「ロータリーの友」誌をお配りしました。
◦5月26日に新現の合同理事会が開催されま
したので発表致します。
◦5月30日に江坂企業協議会の総会の後の懇
親会に出席致しました。

ゲ

ス

ト

米山奨学生

木下委員

本日、小林会員、伊藤会員、矢倉会員より特
別寄付を頂きました。ご協力ありがとうござ
いました。

金 ジャンディ 様
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IM準備委員会

小林委員長

卓

話

「地区委員会報告」

財団人道的補助金委員会
長屋委員

〜地区人道的補助金委員会について〜

ニコニコ箱

表題には、地区人道的補助金委員会とありま

西村副SAA

すが、この名称は現在使用されておりませんで、
現在は、｢地区財団補助金小委員会 地区補助
金・グローバル補助金担当グループ｣というの
が正式名称です｡組織の位置づけや人数、構成
メンバーについては、地区研修協議会のパン
フレットを確認してください｡
この補助金グループは、2660地区にあるクラ
ブからの補助金を利用したプロジェクトにつ
◆木下会員
私のニコニコはゴルフの話題ばかりです
が、理事長杯予選1日36ホールプレーで
したが、2位で予選通過しました。来週
からのマッチプレー、ガンバります。

いて、地区として補助金申請を認めるかどう

◆瀧川会員
暑い季節になりました。

16時から2時間程度行います｡審査の具体的な

かを審査する委員会です｡最終的な決定は財団
が行いますので、あくまでも地区において申
請を認めるか否かを決めるにすぎません｡
会合は、月に1回程度、ガバナー事務所で午後
方法は、2013-14年度は、宮里委員長がほぼ一
人で申請書をチェックされて、そのうえで各

◆尾家会員
急に暑くなってきました。皆さん健康
にご留意下さい。

委員にメールで承認の有無を事前に確認し、
会合で最終的に承認を決めるというスタイル
でした｡これは未来の夢計画の実施初年度とい

◆澁谷会員
バッジ忘れました。

うこともあってそのようにされたものです｡こ
の場合でも事前にメールを確認せねばなりま
せんので、正直、負担が大きいと思われます｡

◆長屋会員
連続欠席のお詫び。

2012-13年度における地区人道的補助金審査
委員会での審査の方法は、あらかじめ各委員

◆西村会員
昨日、母校の慶大が東京六大学野球で
優勝しましたので。
（私は剣道部です
が）
──────────────────
本日のニコニコ箱
16,000円
累計のニコニコ箱
1,521,550円

に地区内のクラブの担当を決めておいて、各
委員がそれぞれ担当するクラブに連絡をして
申請についてやり取りを行い、形が整った段
階で地区で審査に付すという方法をとってい
ましたが、これは委員個人の負担が極めて重
いものでした｡
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
私が地区補助金委員になった2011-12年度で

いのが通常ですので、ここで支出との齟齬が

は、あらかじめ申請書の写しを配布され、これ

生じることになります｡為替の増減額分も同様

を委員会に持参してその場で意見を出し合っ

です｡これについてはプロジェクトに関連する

て調整していく方法でした｡私としては、この

支出項目をあらたにねん出してでも調整する

スタイルが最もよいと思っています｡会合に出

ようにというのが補助金委員会での方針です｡

て、その場で議論するのですから効率が悪い

最後に私の印象ですが、ロータリー年度は7月

かもしれませんが、個人的な負担は会合に出

からなのに、補助金の申請はその前の4月から

ることだけですので、最も負担が軽いからで

ですので、前年度の段階で審査が行われるこ

す｡

とになります｡つまり申請した段階の担当者と

補助金の種類は、3つありますが、GGは、直接、

プロジェクト実施の時の担当者が異なるとい

財団との交渉となりますので、DGの申請につ

う事態が状態化することで意思の疎通や混乱

いての審査となります｡審査にあたっては、財

が生じるのではないかということです｡これは

団から出ている｢授与と受諾の条件｣や地区か

地区委員についても同様です｡

ら出ている｢申請手続きハンドブック｣を確認
しながら、申請書をチェックしていきます｡補
助金を利用したプロジェクトには、さまざま

−クラブ俳句同好会−

な制約がありますので、みなさん、上記2つの

ときよし

息が発生した場合の利息の取扱いです｡補助金

愛着の服捨てられず衣更

問題となるのが、補助金を受領した口座に利

久 美 子

これを財団に返還する必要があります｡ここで

園児らの麦わら帽子ジャンプする

ようです｡地区からの補助金が残った場合には

あ き ら

地区では、日本語訳の添付が必要としている

風そよぐ緑地公園遠蛙

かったり、現地での領収書の取扱いです｡現在

み か よ

において、支出項目と領収書の金額が合わな

防虫の匂ひの昔更衣

なります｡よく問題となるのが、領収書の添付

山

終了時に最終報告書のチェックも行うことに

衣更して顔剃りに行くところ

審査は、申請の承認をした後は、プロジェクト

兼題 ﹁更衣﹂﹁蛙﹂及び当季雑詠

第三百二十四回句会

パンフレットは熟読しておいてください｡

の入金口座は、プロジェクトのために使用す
る専用の口座でなければなりません｡最終報告
書に添付する通帳には残高がゼロとなってい
ト実施の際に、口座からお金を払い戻すときは、

牛

る必要があります｡ということは、プロジェク
利息も含めて払い戻す必要があります｡そうす
ると、利息に対応するところの支出の項目が

【今後の予定と兼題】
第三百二十五回句会 平成26年7月14日
兼題 「瀧」
「蚊遣」
「キャンプ」当季雑詠
※出句は7句

必要となります｡ところが、プロジェクトその
ものの領収書にはそのような項目の記載はな
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