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会長挨拶         荒川洋一 会長 

 清水様におかれましてはお忙しい処、また遠方よりお出

かけ下さいまして有難う御座いました。本日の卓話楽しみ

にしております。宜しくお願い致します。清水様には「み

んなで地球温暖化を防止しよう」の講演会における地区か

らの補助金に際しましてはご尽力を頂きまして有難う御

座いました。その上、講演会の当日には御出席頂き、懇親

会にまで御参加をして頂きまして有難う御座いました。御

礼申し上げます。来年度は下館RC創立50周年にあたり、

ネパールにおける水保全整備協力を中心とする周年事業

を計画しておりますが、この事業には地区のご協力を頂き

たいと思いますので清水様におかれましてはご協力を下

さいますようお願い致します。先日、米山奨学生ハン・シ

ョウフウさんの送別会を米山奨学委員会によって行われ

ました。彼女から「1 年間大変お世話になりました。今後

も RC との交流を続けて行きたいと思います。皆さんが中

国へ渡航の節はご案内申し上げます。」と挨拶がありまし

た。彼女の成長を温かく見守って行きたいと思います。 

 

第１回持回り理事会報告 中里泰久幹事 

１．次年度各委員会委員長が承認されました。 

１．米山奨学生カウンセラーが司代隆之会員に決定しまし

た。 

１．新井利平会員・白井信行会員の病欠が承認されました。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．水戸 RC・水戸西 RC より会報受理 

１．結城 RC より 7RC 親善ゴルフ大会の案内が届いてお

ります。 

    5 月 15 日 笠間フォレスト GC 

  ゴルフ同好会へ渡しておきます。 

１．筑西市役所よりクリーン下館地区推進委員会の解散に

ついてのお知らせが届いております。 

21 年度より「クリーン・リサイクル筑西市下館地区推

進委員会」と名称を改め発足するそうです。 

１．米山梅吉記念館より「館報」が届いております。 

 

 

 

 

 

卓話          清水清地区財団委員長 

 

本日は、ロータリー財団を皆様

にご理解いただくために 2013-14

年度から移行しようとしている新

たなプログラム制度（新補助金制

度）についてお話をさせていただき

ます。新補助金制度は大きく分

けて二つの補助金から構成され

ている。 

（1）ロータリー財団グローバル補助金 
※主として大規模プロジェクトに適用され財団本部で全て

を管理する 
 ・グローバル補助金プログラム 
 ・パッケージ補助金プログラム 

（支援団体と協力して進めるプログラム） 
（2）ロータリー財団新地区補助金 
※地区が権限委譲を受けて管理推進するためのプログラム

で地区補助金の活用範囲が大幅に制限緩和されＤＤＦ

（地区活動資金）の現在 20％から 50％に増額される。この

比率も年々見直されることになっており将来はＤＤＦ100％

比率になる可能性もある。新補助金制度は世界のニーズ

に合わせることが重要視されている。それらは次の 6項目の

重要事項を達成するための奉仕プロジェクトの提案でなけ

ればならない。予算規模で 15，000 ドルがプロジェクト提案

に必要な最小予算規模として規程されている。 
＜重要事項＞ 
1.平和と紛争予防／紛争解決  2.疾病予防と治療 
3.水と衛生設備  4.基本的教育と識字率向上 
5.経済と地域社会の発展  6.母子と健康 
私のお願いは寄付のみに終始せず皆様の浄財が戻され

てきていることをご理解いただき、その資金を活用することを

考えていただきたいと願うものです。新地区補助金制度を

如何に有意義なものとするために、是非、財団の仕組みを

ご理解いただき活用してください。そうすれば資金と寄付との

関係が見えてくると思います。奉仕には資金が必要です。

両者の関係は車の両輪です。 
 

本日のプログラム 

●外部卓話 トニー植松氏 第二弾 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

次週のプログラム 

●４月１日 メーキャップあれこれ 

       筑西きぬＲＣ 西村 有一様 
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SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  清水清地区財団委員長お忙しい所、お出か 

       け下さいまして有り難う御座いました。卓

話楽しみにしております。 

中里 泰久  清水財団委員長ようこそおいで下さいま

した。本日の卓話宜しくお願い致します。 

奥沢 裕二  清水パストガバナーようこそ。次年度も宜

しくお願い致します。 

永盛 宣也  17 日より「世界遺産を深る会」の写真展

を始めました。是非お立ち寄り下さい。野

殿の生涯学習センターで展示しています。 

関谷 徹   清水パストガバナーの来訪を記念して。 

新井 和雄  清水清地区財団委員長の来訪を記念して。 

小林 一彦  P．G 清水清様ようこそいらっしゃいまし

た。その節はクラブ幹事として大変お世話

になりました。今日は遠い所 IM に続いて

御苦労様です。宜しくお願い致します。 

加藤 昌美  清水パストガバナーのご来訪を歓迎して 

永盛 武   清水清さんの卓話を記念して。米山奨学生

だったコウソンミン君の強い要望で韓国

に行って参りました。彼は現在「テジュン」

に在住し韓国生命工学研究院所長として

活躍しております。クラブの方々にくれぐ

れも宜しくとのことです。 

大林 稔   清水 PG の来訪を記念して。 

日向野 陽  清水清 PG ようこそ。本日の卓話楽しみに

しています。 

浜野 紘嗣  清水パストガバナーようこそいらっしゃ 

       いました。 

星野 英夫  清水 PG 本日は遠い所御苦労様です。卓話

楽しみにしております。 

瀧田 昌甫  清水地区財団委員長さん本日は卓話有り 

       難うございます。孫寛之が明日下館小学校

卒業します。6 年間アシカビサッカー楽し

く応援しました。 

百目鬼 博行 清水パストガバナーの御来訪を記念して。 

井狩 浩一  清水清 PG の卓話を記念して。 

細谷 貢   清水パストガバナーの御来訪を記念して。 

 

 

本日の合計 ￥32,000 円   累計 ￥1242,000 円 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

３/18 55 38 15 2 7 

 

 

 

メークアップ         

・3 月 7 日 地区 GSE 委員会 

永盛武 

・3 月 11 日 結城 RC 

 日向野陽・関谷徹 

・3 月 12 日 下館 RAC 

 日向野陽・司代隆之・鈴木光則 

・3 月 14 日 地区・クラブ会長エレクトセミナー 

 奥沢裕二 

・3 月 15 日 地区・クラブ会長エレクトセミナー 

 奥沢裕二 

・3 月 16 日 東京日本橋東 RC 

 諏訪哲也 

 

会長エレクト報告             奥沢 裕二 

2009～2010 年度委員会委員長 

クラブ会員組織      小林 一彦 

職業分類・会員選考    高橋 秀夫 

会員増強・家族      佐藤 昭 

ロータリー情報      新井 雅勝 

クラブ管理運営      浜野 紘嗣 

出席           根岸 隆男 

クラブ会報・IT 活動   小島 ゆり 

親睦活動         百目鬼 博行 

広報・雑誌・記録     小嶋 勝五郎 

プログラム        渡辺 進 

スマイル BOX      白井 信行 

クラブ奉仕プロジェクト  荒川 洋一 

職業奉仕         中西 悦夫 

社会奉仕         古田 貢一 

環境保全         小薬 拓巳 

新世代奉仕        溝口 明洋 

ローターアクト      羽田 節子 

国際奉仕         鈴木 光則 

ロータリー財団      加藤 昌美 

米山奨学         司代 隆之 

会場監督         新井 和雄 

CICO            早瀬 浩一 

 

アクトコーナー            

★３月第２例会のご案内★ 

３月 26 日（木） １９：３０～  

場所：アルテリオ 

内容：「RC 卓話」 

下館 RC 日向野陽会員による卓話です。 

ご参加をお待ちしております。

 

 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


