
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際ロ－タリ－第 2790地区 
木更津東ロ－タリ－クラブ 

2022-23年度 

ホームページ https://kisarazueast-rc.jp 

◆点鐘 １２時３０分   
大里光夫会長    

◆Ｒソング斉唱 
「奉仕の理想」 

 

■司会進行  松岡邦佳ＳＡＡ 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   大 里 光 夫 
幹  事   石 田 亨 
編  集   田 口 理 紗 

ＲＩ会長    ジェニファー・ジョーンズ 
地区ガバナ－  小 倉 純 夫 
ガバナ－補佐  梶 暉 芳 

2022年 11月 2日（水） 

●例会日 毎週水曜日 PM12:30～1:30 ●例会場 オ－クラアカデミアパ－クホテル TEL 0438-52-0111 
●事務局 木更津市朝日 1丁目 2-29 シグママンション朝日 B棟 105号 TEL 0438-25-0716  FAX 0438-25-0718 
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国際ロ－タリ－第2790地区 

◆欠席者【敬称略】 
石井文子・加藤智生・叶川博章・小林裕治 
小林千晃・阪中昌司・嶋津正和・鈴木秀岡 
田口理紗・中野麻美・林田謙志・吉田和義 

◆出席 会員４１名 ◆出席率     ６８．４２％ 
出席２６名 ◆修正前出席率 ８１．５７％ 
欠席１５名 ◆修正後出席率 ８４．２１％ 

 

◆四つのテスト        
倉島和広会員 

 

◆メイクアップ 
 11/ 1 インターアクト国内研修 

倉島和広・叶川博章 

11/ 2 第 5回定例理事会 

大里光夫・渡邉愼司・堀内正人・近藤直弘 

石田亨・藤野宏冶・宮寺順子・林孝二郎 

   

左側の文字をすべて英語にしてみましょう。 

謎解き問題 

】  

※答えと解説は週報の最後で！ 



◆ゲスト・来訪ロータリアン紹介 

大里光夫会長 
◇米山奨学生   玄香花（ゲン コウカ）様 

 

◇地区財団資金管理・寄付推進委員会副委員長 

荒井光江様 

 

 

◆誕生日祝い     堀内正人会員（11/2） 

 

 

◆私の記念日祝い             石田亨（11/1） 

 

◆会長挨拶         大里光夫会長 

 

皆様こんにちは、昨日木更津商工会議所 臨

時議員総会に参加してまいりました。３年に一

度の役員改選の総会となり、当クラブの鈴木克

己会員が３期９年の会頭職を終え勇退されまし

た。新しい会頭は株式会社 富田屋商店の池田

様が就任されました。副会頭には３名就任され、

うち２名は当クラブの加藤智生会員、近藤直弘

会員が就任されました。 

総会の中で鈴木元会頭は任期中の事業概要を

述べられておりましたが、特に印象に残ったの

は「木更津 50 年計画推進協議会」の運営でし

た。恥ずかしながら商工会の一議員で有りなが

ら、この協議会の活動内容を知りませんでした。

ホームページにて参照すると 

“木更津市は、１９５０年代半ばから７０年

代前半の高度経済成長の波に乗り郊外へ郊外へ

と開発が進められ輝かしい街づくりがなされて

きた反面、市街地は急速に空洞化が進行し、文

化・伝統ある木更津の「まちの顔」を失ってし

まいました。木更津商工会議所は、長い歴史の

中で培われた文化・伝統を守り、継承しこれを

更に磨きあげ、個性ある街、活気あふれる木更

津の街を創り上げる使命があります。これから

は、少子高齢・人口減少の時代を前提にした成

熟した「まち」を目指さなければなりません。

５０年費やした街づくりは、５０年かけてでも

「新たなまち」づくりに取り組み、個が輝き・

地域が輝く 木更津の実現を目指します。その

実現に向けて、３つのワーキング部会を設置し

ました。“ 

ワーキング部会には３名の座長が就任されう

ち２名は林孝二郎会員、加藤智生会員でした。



話しを伺うと計６０回にもおよぶ会議を経て活

動方針を立てられたようです。 

職業奉仕の一部を垣間見た時間でした。これ

からのロータリークラブの活動に多くの情報を

提供いただけるものと感じました。 

今月は財団月間であり、地区財団資金管理・

寄付推進委員会 堀内委員長より卓話を頂戴い

たします。よろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告          石田亨幹事 

 

1. 幹事報告 

1) 本日例会終了後、第５回定例理事会を開催い

たします。 

2) 今月はロ－タリ－財団月間となっております。

毎年の年次寄付のお願いを送付いたしますの

で、宜しくお願いいたします。 なお、11

月のロ－タリ－レ－トは108円となっており

ますのでご寄付下さる方は 11月 20日までに

お願いいたします。また、米山奨学会へのご

寄付も 11月 20日にて締め切らせていただき

ます。事務局での纏め作業等がありますので、

何卒ご協力のほどお願い致します。 

3) 情報研究会 11月 26日（土）開催のご案内が

届きましたので回覧いたします。すでにご連

絡いたしましたが、参加ご希望される方は

11月 16日までに事務局へご連絡お願いいた

します。 

2. 他クラブからのお知らせ 

1) 上総 RCより「週報」が届いておりますので

回覧いたします。 

3. その他のお知らせ 

1) 特になし 

4. 回覧 

 情報研究会 11月 26日（土）開催のご案内 

 上総 RCより「週報」 

 

◆委員会報告 

◇ロータリーの友 11月号紹介 

雑誌姉妹クラブ委員会 坂井健治委員長 

 

 

◇社会奉仕委員会       宮寺順子委員長 

 

◆ニコニコボックス報告 

親睦出席委員会 大岩もえ会員 

 

◇堀内正人会員 

誕生日祝いありがとうございます。50歳の記
念すべき日に卓話の機会をいただきましたこ
とも重ねてお礼申し上げます。本日は地区で
私の副委員長をつとめていらっしゃる財団資
金管理寄付推進委員会の荒井さんにも来てい



ただきました。ありがとうございました。 

 

◇石田亨会員 

11月 1日はきれいな花束をいただきありがと
うございました。今年は公私共に忙しい 1年
ですが、31日の日曜日に奥日光の湯元温泉に
日帰り入浴と紅葉狩りの家族サービスに行っ
てきました。とても紅葉がきれいでした。 

 

◇近藤直弘会員 
昨日、木更津商工会議の総会がありました。
当クラブの会員も多くの方が役員となりまし
た。今回、林会員がご卒業され、表彰されま
した。また、鈴木元会頭も顧問にご就任され
ました。加藤会員と私が副会頭、豊田会員が
幹事、石田会員が商業部会長になりました。
これからもよろしくお願い致します。 

 

◇鈴木克己会員 

木更津商工会議所会頭を昨日無事卒業いたし
ました。ご協力いただいた皆様に心から感謝
いたします。 

 
◇大里光夫会長 
地区財団資金管理・寄付推進委員会 堀内委
員長、荒井副委員長、卓話を宜しくお願いし
ます。改めて勉強させていただきます。 

 

◇荒井光江様 

市川東ロータリークラブの荒井と申します。
本日は宜しくお願い致します。堀内委員長、
卓話宜しくお願い致します。 

 

◇林孝二郎会員 

今月はロータリー財団月間です。卓話を堀内
委員長よろしくお願いします。又、円安で大
変厳しい状況ですが、財団への寄付について
よろしくお願い致します。 

 

◇倉島和広会員 

昨日「第 1回インターアクト国内研修」が開
催されました。木更津総合高校インターアク
ト部より 17 名の参加のほか総勢 100 名を超
える参加者で、千葉ロッテマリーンズの施設
見学やホテルマンハッタンでのテーブルでの
マナー講習など有意義な研修でした。私と叶
川会員で参加しました。 

 

◆出席報告         大岩もえ会員 

 

■例会アワー 

国際奉仕ロータリー財団委員会 

 

◇会員卓話 

地区財団資金管理・寄付推進委員会 委員長

堀内正人会員 

 

「木更津東ロータリークラブと国際奉仕事業」 

1. ロータリーの国際奉仕事業 

※ロータリーの国際奉仕 

・ 「国際奉仕」はロータリーの第 4奉仕部門 

・ 国際理解、親善、平和を推進するために実

施する全ての活動を指す 

1) 国際奉仕事業を行うには？ 

※以下の 2通りがある 

・ 全て自己資金（クラブの事業費や基金などで

賄う） 

・ ロータリー財団の補助金プログラムを活用す

る ←私は地区財団委員なので、こっちを説

明する 

2) ロータリー財団の補助金プログラムとは？ 

① グローバル補助金(GG:Grobal Grants)を活用

する 

② 地区補助金（DG:District Grants）を活用す

る 

※ いずれもロータリー財団の「シェアシステム」

によって地区に配分される資金を活用する。 

※ シェアシステム：ロータリー財団に寄付され

た3年前の年次基金寄付を地区に配分する仕

組み 

① グローバル補助金(GG) 

※補助金額と規模 

・ 大規模で長期間の国際プロジェクトに用いら

れる 

・ 30,000ドル以上の規模であること 

・ RID2790では DDFから 20,000ドルが支給さ



れる。WFからは DDFの 80%が上乗せされるの

で、合計 36,000ドルとなるが、全額 DDFで

はなくクラブ拠出金があることが望ましいと

されている。 

※主な使用条件 

・ ロータリー財団の定める「授与と受諾の条件」

に従うこと 

・ 「7つの重点分野」のどれかに該当している

こと 

・ 援助国と実施国によって実施される国際事業

であること 

・ 相手国にロータリーが必要（地区もしくはク

ラブ） 

・ ロータリーの存在していない国では実施でき

ない（ラオスなど） 

・ 設備、物資、機器類は現地調達すること 

・ 補助金終了後も活動成果が長期的に持続可

能か、測定可能な目標があるか、事前に地域

社会のニーズを調査しているか、なども要求

される 

・ 事業の審査はロータリー財団が行う（地区財

団委員会は申請書の要件確認とDDF使用の承

認） 

・ 申請はクラブ単位で行う（申請項目は多い）  

② 地区補助金（DG） 

※補助金額と規模 

・ 規模の制限は無いが、比較的小規模で短期間

のプロジェクトに用いられる 

・ RID2790ではグローバル補助金事業に繋がっ

ていくような人道的国際奉仕事業には、DDF

から上限 60万円を支給（クラブ拠出で上限

30万円必要）※ただし、現行ルール 

※主な使用条件 

・ ロータリー財団の定める「授与と受諾の条件」

に従うこと 

・ 「ロータリー財団の使命」に合致しているこ

と 

・ 国内でも海外でも実施可能で相手国にロータ

リーが無くてもよい（制約国はある） 

・ 原則として1年度内に完結するプロジェクト

であること 

・ 事業の審査はロータリー財団が行う（地区財

団委員会は事前審査を行う） 

・ 申請は地区が一括して行う（各クラブの申請

を 1つにまとめて地区が申請する） 

2. 他クラブの事例紹介 

グローバル補助金の活用事例 

※グローバル補助金事業は 2013-14年度から開

始。RID2790では 8件が完了もしくは進行中 

① 市原中央ロータリークラブ（2014～15年） 

事業名：「きれいな水プロジェクト」 重点分

野：「水と衛生」 実施国：インドネシア

(RID3410) 

② 市原中央ロータリークラブ（2017～18年） 

事業名：「障がい者自立教育プロジェクト」 

重点分野：「経済と地域社会の発展」 実施

国：台湾（RID3501） 

地区補助金の活用事例 

① 千葉港ロータリークラブ（2021～22年） 

事業名：「ラオス 2小学校の校舎設備の改修

工事と図書寄贈」 実施国：ラオス 

3. 必要なこと・注意するべきこと 

※海外事業のニーズの捕捉 

・ 知り合い（ロータリアン、姉妹クラブ、学友、

平和フェロー、会員の友人） 

・ 「ロータリーショーケース」：My Rotary で

協力を求めている地区、クラブを検索可能 

※ しっかりとした事前調査の実施 

※ 相手国との信頼関係（先進国のようにはいか

ない） 

※ 現地にコーディネーターを立てると理想的 

 

◆点鐘  大里光夫会長   １３時３０分 

 



 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

【表紙の謎解き問題の解説と答え】 

 

以下の問題は、2つのひらがなを英語に置き換えると答えが分かります。 

「と」を英語で表現すると「AND」 

「か」を英語で表現すると「OR」になります。 

 

1行目の「B と O」からは「B AND O」→「BANDO」が導けます。 

「BANDO」をローマ字読みすると、右側の「バンド」となります。 

 

同様に 2行目も解いていきます。 

「S か A」→「S OR A」→「SORA」となります。 

「SORA」をローマ字読みした「空(そら)」が正解です。 


