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皆さんこんにちは！昨日ニュー

スで横田めぐみさんが拉致されて

から 44年が経過してしまったと横

田早紀江さんが悲痛な叫びテレビ

で訴えておられました。また 2 年

前でしたでしょうか、同級生の池

田さんが当クラブで卓話をされた

ことも、まだ記憶に新しいところでもあります。85

歳になられた横田早紀江さんも近年体調がすぐれず、

自分が生きている間になんとか娘さんのめぐみさん

に合わせて欲しい、自分には時間がないと悲痛の叫

びをしておられました。 

時の総理大臣が変わるたびに拉致担当大臣も変わ

り、変わるたびに新潟の拉致現場に来ては、拉致は

当内閣の最優先課題であると言っては又変わり、た

らい回しにされてしまい拉致被害者の家族はたまっ

たものではありません！私にはよくわかりませんが

あくまでも私見ですが、政治家だけではなく経済界

の大物やソフトバンクの孫正義氏やユニクロの柳井

正氏やトヨタの豊田章男氏など世界に名だたる財界

人達がチームを組んで、金正恩委員長との交渉のテ

ーブルに何とかつけないものかと思うばかりです。

子を思う母親の愛は何十年たっても消えることはあ

りません。ボヤキをお聞かせし、すみませんでした。 

 

 

・高尾ガバナーより、｢議案容認のお願い｣特別会計 RC分担金(下半期 1,600円)免除について 

｢防減災セミナー参加のお礼｣ 

・髙橋ガバナーエレクトより、｢ガバナー公式訪問の方法についてのお問合せ｣ 

・Ｒ地域協働ネットワークセンター長より、｢災害等緊急時調達可能資源リストご提出のお願い｣ 

・地区ローターアクト委員長より、｢第 2560地区ローターアクト地区大会 仮登録のご案内｣ 

日時：2022年 3月 12日(土)13：00 会場：デュオ・セレッソ(上越市) 

・燕三条エフエム放送より、｢番組出演についてのお願い｣ 

 

例会日 ２０２１. １１．１６ №１６４６ 

 

会 長 ： 石 川 一 昭  幹 事 ： 岡 田 大 介  Ｓ Ａ Ａ ： 花 井 知 之 

◆本日の行事：「ロータリー財団月間」 

◆本 日 の 出 席：５７名中３４名 

◆先々回の出席率：５７名中４７名 82.46％ 

（前年同期 86.44％） 

◆本日のゲスト： 

 第 2560 地区ロータリー財団委員会 

資金管理委員 吉井直樹様（三条 RC） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

11/9  親睦活動委員会 早川瀧雄 

長谷川哲昌、大橋桂子、小林伸行 

高橋暢雄、野崎喜嗣 

11/11 三条東ＲＣ  外山晴一、石川勝行 

田中耕太郎 

11/12 ガバナー補佐会議  外山晴一 

11/13 防減災セミナー    石黒隆夫 

11/15  三条南 RC 田中耕太郎、樋口勤 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信１１月号(閲覧) 

・週報 No.１６４５ 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」  

「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう。｣  

「 今 こ そ 見 せ よ う ロ ー タ リ ー の 底 力
ち か ら

を ！ 」   No.17 
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 

シェカール・メータ  RI 会長  

第 2560 地区：高尾茂典ガバナー  

三 条 北 RC： 石 川 一 昭 会 長     

幹事報告：森 宏 副幹事 

会長挨拶：石川一昭 会長 

事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内  TEL 0256-35-7160 / FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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・三条市青少年育成市民会議より、｢三条市青少年育成市民会議だより第 15号｣送付 

・三条市青少年育成センター長より、｢青少年育成センターだより第 36号｣送付 

・ノジコの会より、｢道心坂の長屋門再生のための寄付金についてのお願い｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師紹介：ロータリー財団委員会 羽賀一真 委員長 
 

本日は第 2560 地区ロータリー財団委員会 資金管理委員の吉井直樹様にお越しいただ

いております。皆様よくご存知かと思いますが、荒町の富士電材(株)さんの社長でいら

っしゃいます。3年前にも卓話をいただいておりまして、今年度で財団を卒業されるとの

ことです。ロータリー財団はとても分かりにくい仕組みで、社会奉仕事業で補助金を申

請したり、寄付の表彰等もありますがかなり複雑です。改めて本日は吉井様から教えて

いただきたいと思います。では、吉井直樹様よろしくお願いいたします。 

 

本日は「ロータリー財団月間」のためＢＯＸを回し、３３口ご協力頂きました。  

吉井直樹様(地区Ｒ財団資金管理委員) 11月は財団月間です。皆様宜しくお願いします。 

本日はお世話になります。 

石川 一昭 君 2560地区ロータリー財団委員会 資金管理委員 三条ロータリークラブ 吉井様 

本日の卓話宜しくお願い致します。 

佐藤 義英 君 吉井さん御苦労様です。ＢＯＸに協力!! 

森  宏 君 久々の幹事代理です。 

米山 忠俊 君 地区Ｒ財団委員会 資金管理員会 吉井直樹様(三条ＲＣ)、本日は｢ロータリー財団月

間｣卓話ありがとうございます。宜しくお願いします。 

石黒 隆夫 君 ロータリー財団委員会 吉井直樹様、本日はお忙しい中ようこそ三条北ロータリークラブへ。

ご指導よろしくお願い致します。 

石川 友意 君 吉井様、卓話ありがとうございます。 

星野 義男 君 ロータリー財団委員会 吉井直樹様に感謝して!! 

高橋 研一 君 吉井社長、本日の卓話たいへんご苦労様です。楽しみに卓話聞かせてもらいます。 

福岡 信行 君 吉井様、本日の卓話ありがとうございます。 

吉田 文彦 君 先週、長女が出産し｢じいちゃん｣の仲間入りをしました。 

コロナの影響で面会は 1人 15分のみだそうで、｢だっこ｣は来週になりそうです。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

渕岡 茂 君 ＢＯＸ 浅野さんに協力。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

本間建雄美 君 吉井様、卓話楽しみに拝聴させて戴きます。 

又、ニコニコＢＯＸに御協力有難うございます。 

本日の行事 ： 「ロータリー財団月間」 

１１月１６日現在累計  ２０６，０００円 
ロータリー財団 BOX 

１１月１６日現在累計  ４４７，０００円 
ス マ イ ル B O X  

 

１１月１６日現在累計  １０１，０００円 
米 山 奨 学 B O X  
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「ロータリー財団月間」 

第 2560地区ロータリー財団委員会 資金管理委員 吉井 直樹 様 

 

ロータリー財団について 

ロータリー財団委員会より出

向しております、三条ロータリ

ークラブの吉井と申します。  

11月は財団月間ということで、月間になると各ク

ラブさんの方から卓話に来て欲しいと財団委員会

にご案内があります。そうすると、近くの分区の

ところに行くよう指定をされまして、本日は三条

北さんの方にお邪魔させていただくことになりま

した。宜しくお願い致します。 

 

財団のことを本当に組織から何から話をしたら、

とても 30分では終わらないです。やはり 100年歴

史があるという事はそれなりに情報がたくさんあ

るということなので、掻い摘んでお話させていた

だきたいと思います。 

 

ロータリー財団組織と仕組みの概要 

ロータリーとロータリー財団ということで、組織的にはロ

ータリーとは別のものですが、RI会長が財団のト

ップを務めるということで、ロータリーとロータリー

財団は車の両輪であると良く言われるところであ

ります。私が今、出向し

ている大委員会が“地区

ロータリー財団委員会”

ということで組織されて

おりまして、その下に小

委員会が幾つかありま

す。一昨年より、この小

委員会が統合されまし

て、補助金委員会、資金

管理委員会はそのまま

で、VTT 委員会と学友委

員会、奨学委員会が一つ

になっています。委員会

もスリム化されていま

す。各出向者がここで

色々な活動をしていると

いうことになります。 

高尾年度の財団委員会の基本方針としまして、4つ

挙げさせていただいております。 

ロータリー財団の意義の普及 

ロータリー財団資金の有効活用 

ロータリー財団への寄付増進 

ロータリーカードの加入促進 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団の寄付について 

年次基金、一人 150 ㌦という目標を掲げていて、

これと三年間の運用益と三年前の集めていただい

たお金を合算しまして、年次プログラム活動資金

として、RI 財団の方で金額が決められます。DDF

（District Designated Fund）これは地区が使え

るお金です。WF（World Fund）というのが、RIの

世界で使っていくお金になります。 

・年次基金目標 1人 150㌦×会員数 

・使途指定寄付 （ポリオ）1人 30㌦×会員数 

・恒久基金目標 1人 1,000㌦×10名以上 

・ポールハリスフェロー 1,000㌦×55名以上（新規認証者） 

・ポールハリスソサエティ 10名以上（新規認証者） 
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半分は WFに拠出されて使えません、皆さんが集め

てくれた半分が地区予算として使えるということ

になります。ここに 47.5％と書いてあります。こ

れは昨年までのこの表は 50 対 50 でしたが 2.5％

ずつ減っています。今年の RIの議決の中で財団の

活動資金をここから捻出することとなりました。

今までは運用益の中から RI の委員会活動資金を

出していましたが、不安定だし不明瞭ということ

で、2.5％ずつ合計５％の中で活動資金を捻出しな

さいと変わりました。この形になるのは 3 年後か

らですからまだ今年は 50％50％でやっております。

47.5％というのが今年から決まったということを

覚えておいていただきたいなと思います。 

 DDFの内容ですが、半分が地区補助金として使え

ます。皆さんの申請によりまして地区補助金を分

配するという事になっています。もう半分がグロ

ーバル補助金という形で、各クラブ＋相手国、よ

うは海外とのプロジェクトに使われます。相手国

のクラブと連携して行う事業に充てられます。グ

ローバルの方は DDF の 50％以上となっています、

WF から更に 80％位の補助金がグローバル補助金

に加算されて使われることになっています。 

補助金に関して 

グローバル補助金はここ数年、2560地区では新潟

のクラブさんから始まった、海外に医療機器を寄

付している事業があります。それにこちらから補

助金を出して、更に向こうのクラブが賛同して出

して、それで事業を行うという事です。これは相

手国が無ければ成り立たない事業で、例えば新潟

クラブさんが提唱して、それに「賛同するクラブ

さんありませんか」という案内がクラブさんから

きまして、じゃあ三条クラブも一緒にのっかりま

すという形の協力も出来ます。 

ロータリーの７つの重点分野 

補助金の使える分野というものが決められていま

す。平和構築と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛

生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域社

会の経済発展、今まではこの６つの重点分野でし

たが、今年から環境というものが入れられました。

この７つの重点分野に補助金は使えますよという

ことです。 

 

高尾年度 DDFの予算内訳 

高尾年度地区補助金分配額 

昨年度より新保委員長の号令の下、兎に角、補助

金を使うように仕組みを変えてくれという案内が

ありました。財団委員の中で考えまして、3年前の

金額をベースに補助金額を決めて、要は分配して

全部使えるように各クラブに割り当てましょうと

いう事で金額を提示させていただいております。

この金額を使って是非申請していただいてプロジ

ェクトの足しにしていただきたいということです。

3 年前に新保委員長が就任された時の補助金使用

率は使われずに 70％位返金していました。それは

何故かというと要件が難しかったり、なかなか提

案しても承認されなかったりと非常に使い勝手が

悪いという事で、二の足を踏まれまして申請が少

なかったということです。それを踏まえ、皆さん

に使っていただける形を取ろうという事で、補助

金の分配という事でやらせていただいています。

各クラブさん色々と使われるようになってきてお

りまして、特に変わったのが、今までは継続事業

はダメ、寄付行為はダメ、既存の事業に対して乗

っかったものはダメと限られておりました。申請

しても承認してもらえなかったという話が沢山あ

りました。それが全て OKになりましたので、サッ

カー大会にボールを寄贈したい、ゴールのネット

を寄贈したい、そういう事でも大丈夫です。是非

とも更なる活用をしていただけるようお願いする

と共に、今年も来年も寄付金額を多くいただける

ようお願したいと思っております。 

 

高尾年度グローバル補助金事業  

（現在応募はまだありません） 

グローバル奨学生派遣 

 グローバル奨学生ということで、私が委員長を

やっていた佐藤年度の時に二人派遣しております。

グローバル奨学生は地区奨学生と違いまして、大

学院レベルで、大学院を卒業して更に専門分野を

勉強したいということで海外に行かれる学生をフ

ォローするという事で非常にハードルが高いです

が、優秀な学生が応募しております。大雑把に言

うと年間 500 万円支給されます、返還義務がない

お金です。サセックス大学に行った男性ですが、
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彼は雪国魚沼 RCから参加しています。同じくイー

ストアングリア大学に行った女性は高田クラブか

ら行かれた女性の方ですがお二人とも先月帰国さ

れております。イギリスですが向こうの言葉で授

業を受けて、向こうの言葉でレポートを書いて発

表をして成績を受ける。昨年の 9 月に行ったわけ

ですがイギリスはロックダウン真っ最中。よく行

けたなと。ビザが降りない飛行機が取れないとい

う中で、やはりロータリーの信用度というのが非

常に高くて、グローバルなので受入国のクラブの

推薦状もある、大学の入学許可証もロータリーか

らの奨学生だとなると直ぐに入学許可が下りて、

ビザも非常にスムーズに取れたということで、ち

ょっとびっくりしているところです。向こうでは

リモートの授業が殆どだったとは言っていますが、

それでも何度かは向こうのロータリアンと交流し

て例会にも出たということで、非常に良い経験を

させていただいて、またそこでの人脈も広がって

助かりましたという報告をいただいています。地

区大会か財団セミナーの時に報告があるかなと思

います、是非その時には聞いていただきたいなと

思いますし、また皆様のお知り合いの中で、優秀

な方で留学を希望されている方がいらっしゃいま

したら、是非グローバル奨学金のことを紹介して

いただいたらいいなと思います。但し、残念なが

らロータリアンのご子息、並びに二親等以内の方

は対象外となっておりますのでお気をつけいただ

きたいと思います。 

 

ポリオやロータリーカードの現状 

ポリオ僕別に関する現況報告 

皆様から使途指定で 30 ㌦ずついただいておりま

すが、パキスタンとアフガニスタンに一人ずつ未

だいらっしゃるものですから、ポリオ根絶という

事にはなりませんが、パキスタンの方は発症して

から１年になったのかな、これが 3 年経たないと

撲滅にはならないという事なので、パキスタンも

まだゼロにはカウントできていませんが一応ここ

まで来たという事です。アフガニスタンの世情が

ああいう状況なので、ポリオ活動が出来ていない

という事なので、もしかしたらこの辺が増えてく

る可能性がまだありそうだと。昨年、一昨年で終

わっていれば次のステップとして使途指定がもし

かしたら、コロナに変わっていたかもしれません

が、残念ながら今のところポリオの方向で行って

おります。是非ともポリオの活動にご協力いただ

きたいと思います。 

ロータリーカードについて 

最後になりますがロータリーカード。ロータリー

カードは年 1 回使用していただければ、継続で年

会費無しで持てるカードです。ETCカードもござい

ます、是非 1 枚お持ちいただいて、使っていただ

ければ 0.3％が自動的にポリオの為に寄付されま

すので、何とか 1枚でも多く、1円でも多く使って

いただく事がポリオ撲滅の支援になりますので、

ご協力宜しくお願い致します。 

 

ご清聴ありがとうございました 

用意してきた内容は以上でございますが、財団と

いうと面倒臭い、分からないというお話が多いで

すが、歴史から考えると本当に分かりませんが、

今やっている事だけ考えると、皆さんからプロジ

ェクトを出していただいて、補助金を使っていた

だくことを第一に考えておりますので、是非とも

財団にご協力をいただきながら補助金を使ってい

ただきたいなと思っています。 

拙いお話でしたけれども今後とも財団を宜しくお

願い致します。有難うございました。
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行事予定（第４分区内ＲＣ） 
 

★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附 ★巻 RC 例会場：巻町 魚政 

 

 
１６日(木) 三条東 RC 三条ロイヤルホテル ２２日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

１６日(木) 加 茂 RC 加茂市産業センター ２３日(木) 三条東 RC 三条ロイヤルホテル 

２０日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 ２４日(金) 吉 田 RC 燕市吉田産業会館 

２１日(火) 三条北 RC 三条ロイヤルホテル   （10：00～15：00） 

２１日(火) 分 水 RC 大栄信用組合 1F ２７日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

  （11：00～14：00）    
 

日 月 火 水 木 金 日 

   1 2 3  
    三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   

    ｢年次総会｣ 

歸山肇会長 

｢年次総会｣ 

燕 RC｢外部卓話｣ 

加茂 RC｢会員卓話｣ 

巻 RC通常例会 

休会   

5 6 7 8 9 10 5 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   

  ｢年次総会｣ 

平松修之会長 

｢職場紹介｣ 

森 宏 会員 

｢会員卓話｣ ｢防減災ｾﾐﾅｰ報告｣ 

燕 RC｢年次総会｣ 

加茂 RC｢外部卓話｣  

巻 RC通常例会 

｢年次総会｣   

12 13 14 15 16 17 12 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC    

｢外部卓話｣ 

日本歯科大学新潟

病院 在宅ケア新潟

クリニック診療科 

髙田正典様 

｢年次総会｣ 

石川一昭会長 

｢外部卓話｣ 

三条市ＣＭＯ 

澤正史様 

｢クリスマス例会｣ 

燕 RC｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣ 

加茂 RC｢忘年会｣ 

巻 RC休会 

｢会員卓話｣ 

佐藤良一会員  

 

19 20 21 22 23 24 19 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC    吉田 RC   

    ｢忘年会｣ ｢クリスマスパーティー｣  

会場･燕三条ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

開会点鐘・18：30 

｢忘年会｣ ｢社会奉仕事業｣ 

燕 RC｢友人招待会｣ 

加茂 RC｢年次総会｣ 

巻 RC通常例会 

｢夜例会(忘年会)｣ 

26 27 28 29 30 31 26  
三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC・燕 RC  吉田 RC   
休会（年末） ｢副会長卓話｣ 

佐藤義英副会長 

休会（年末） 加茂 RC・巻 RC 

休会 

休会  

 ３月２６日(土) 高橋年度ＰＥＴＳ ホテルイタリア軒 

 ４月１２日(火) 地区大会記念ゴルフ大会 フォレストカントリー倶楽部 

 ４月１６日・１７日(日) 高尾年度地区大会 ANAクラウンプラザホテル新潟 

５月７日(土) 第４分区ＩＭ ジオ・ワールドＶＩＰ 

５月２１日(土) 高橋年度地区研修・協議会 ホテルオークラ新潟 

12月 

地区予定 

記帳受付 


