
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 片山 哲也 

 

◎点鐘                     会長 澄川  昇  

                                          

◎ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

                   ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

 多摩東グループガバナー補佐        千葉 孝良様 

 多摩東グループグループ幹事        田村 重己様 

 特別代表                     由井 重光様 

 東京江戸川ＲＣ                  森本 弘 様 

 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

・富士見ＲＣ友好維持プロジェクト決算を承認しました。 

・次年度「ロータリーの夢計画」実施に関連して、会長エレ

クトの選出が急務となりましたので、次年度役員理事

指名委員会には早急な対応をお願いします。 

・カンボジア支援プロジェクトに関して、千葉ガバナー補

佐より東グループ協議会において発表する様助言を

頂きました。 

 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

 配布資料のお知らせ 

 ・障がい者のテニススクール・スケジュール・役割分担表 

 ・富士見ＲＣ友好関係維持プロジェクト決算報告書 

 ・ハイライト米山 

 ・ロータリー財団 奨学生募集のお願い 

 ・“ＲＯＴＥＸ”について、名称変更のお知らせ 

 

◎ＩＭのご案内         

 ガバナー補佐 千葉 孝良様  

グループ幹事 田村 重己様 

日時：平成24年11月             

13日(火)  

場所：ハイアットリージェ 

        ンシー東京     

登録：１４：３０～ 

式典：１５：００～ 

記念講演：１６：００～ 

 

 

 

 

 

 

 

記念講演は国連宇宙空間平和利用委員会議長の要職に

あられます堀川康氏をお迎えして、宇宙の平和利用につ

いて講演していただきます。 

尚、ご質問等ございましたら事前にお申し出ください。 

懇親会では、池田みさ子とロス・アミーゴスによるアルチン

タンゴの演奏で胸襟を開き、大いにロータリーを楽しんで 

いただけたらと思います。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告        出席奨励委員長会  吉沢 洋景 

会員総数                 ３４名 

      出席義務者数              ２４名 

出席義務免除者             １０名 

      出席者数 出席義務者            １８名 

             出席義務免除者         ６名                                                   

            計                ２４名 

 

出席率   24/30   =  ８０．００％ 

第1027回例会（9/5）訂正出席率 ８３．８７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  山田 文夫 

 千葉孝良様   IMのPRに来ました。 

 田村重己様   よろしくお願い致します。 

 森本 弘 様   いつもお世話になります。 

 澄川  昇    ガバナー補佐、グループ幹事ようこそ。 

 荒瀧 義機   千葉ガバナー補佐、田村グル―プ幹事 

           由井特別代表ようこそいらっしゃいまし

た。よろしくお願い致します。 

 大松 誠二    来週のテニススクールを成功させよう、

ぜ！！ 

 遠藤 二郎    千葉ガバナー補佐、田村グループ幹事 

            ようこそいらっしゃいました。ＩＭの成功

を祈念します。由井特別代表ようこそ。 

 萩生田政由   多摩東グループガバナー補佐千葉孝良

様、グループ幹事田村重己様、特別代

表由井様ようこそいらっしゃいました。 

 伊澤ケイ子     千葉ガバナー補佐、田村グループ幹事 

            ご苦労様です。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



 菊池  敏     ガバナー補佐、グループ幹事、お客様 

            ようこそいらっしゃいませ。 

 小泉  博     お客さまようこそ。先週は移動例会 

            おつかれさまでした。  

 宮本  誠     千葉ガバナ-補佐ようこそ! お客様よう

こそ！ 

 宮村  宏      お客様ようこそ。少し涼しくなりました。 

村 上  久    ガバナー補佐、 グループ幹事、            

由井特別代表ようこそおいでください 

             ました。  

齋藤 誠壽      千葉ガバナー補佐、田村グループ幹

事、由井特別代表ようこそお越しくださ

いました。     

本日の合計￥ ２８，０００ （累計￥２７１，０４９） 

 

◎その他委員会 

ゴルフ同好会             同好会部長 小泉 博 

国際ソロプチミスト稲城主催チャリティーゴルフ(９／２０

〆切)並びに東グループ親睦ゴルフ(９／３０〆切)の参

加申し込みが少ないようです。まだ受け付けますのでご

参加ご協力をお願いします。 

 

募金活動委員会           委員長  中谷 紘子 

米山記念奨学委員会と財団～寄付のお願いが来て居りま

すので、回覧致します。３年後の地区補助金の支給額に

反映されますので皆様のご協力をお願い致します。 

 

◎９月誕生日祝               SAA・親睦委員会 

！！  Happy Birthday  ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒瀧 義機会員、宮本  誠会員、村上  久会員 
 

【 クラブ協議会 】 

 

 司会  幹事  荒瀧 義機 

◎開会                  会長  澄川  昇 

 

 ☆第10回 障がい者テニススクール実施計画発表     

実行委員長 宮村  宏 

【日  時】 平成24年9月27日(木)  

9時30分～15時30分 (小雨決行)  

【荒天時】 平成24年10月4日(木)に順延 

【場  所】 多摩市営一本杉テニスコート 

【主  催】 東京多摩グリーンロータリー・クラブ 

◇当日のスケジュール及び役割分担の説明 

実行副委員長 大松誠二 

9:00   クラブ会員集合(駐車場) 

9:30   受付開始 

9:50   開会式 

10:00～10:50 スクール第1部（１０分休憩） 

11:00～12:00 スクール第2部  テニスコート整備 

12:30～13:40  昼食・休憩 

13:40～14:20  スクール第3部 

14:30  コート整備 宮村コーチより挨拶、記念撮影 

14:50   閉会式 

※ボランティアとして、落合中学校１年生 約100名が参

加協力します。 

※当日の役割分担表は配布の通りです。例年同様のご

協力をお願いします。 

※会員はグリーンのＴシャツを着用のこと。  
      

◎ロータりー財団 『 未来の夢計画 』勉強会 

              ロータリー研修委員長 小泉  博 

 

・ロータリー財団とは？ 

 国際ロータリーの慈善部門で、ロータリアンと支援者によ

る自発的な寄付のみによっ

て支えられております。財団

の補助金を通じて、ロータリ

アンは｢健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困

を救済することを通じて、世

界理解、親善、平和を達成す

る｣という使命のために活動

しています。 

 

・「未来の夢計画」とは？ 

従来からの財団プログラムを廃止し、新しい補助金構成

を全世界で導入します。(２０１３年７月１日)全面参加 

 

何が変わるか？ 

 新地区補助金－クラブと地区がロータリー財団の使命に

沿った特定の奉仕分野で地元や海外の地域社会の緊要

なニーズに取り組むことを可能にするものです。従来の

地区補助金では、人道的プログラムに限られていました

が、新地区補助金では、教育的プロジェクトを含めて、殆

ど全てのプロジェクトに使うことが出来ます。予算額は 3

年前の年次基金の５０％がＤＤＦとして、地区にその配分

が任されます。申請の受け付けは２０１３年２月１日から

５月３１日までと変わります。１件当たりの上限は、２０，

０００＄です。 

 

グローバル補助金－ 財団からの大きな支援のもと、長

期にわたって持続可能な活動に参加する機会を提供す

るものです。従来のマッチンググランドを少し大きくした

ようなプロジェクトに効果的な補助金です。１件当たりの

上限は、２０，０００＄です。 

基準：３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額が１



００＄以上のクラブにはクラブ拠出金の３倍まで支給さ

れます。 

減額：３年前の年次基金の一人当たりの平均額が０．０１

＄から９９．９９＄の場合はクラブ拠出金の２倍まで支給

されます。 

無資格：３年前の年次基金の一人当たりの平均額が０の

クラブはグローバル補助金の参加資格がありません。 

使う場合は以下の３つの条件に該当していなければなり

ません。 

① ６つの重点分野に該当すること、②持続的で計測可

能なこと、③授与と受諾の条件を満たしていること。 

パッケージ・グラント－ロータリー財団とその協力組織が

立案するのです。利用が可能になり次第、会員アクセス

に掲載される予定です。 

 

補助金の申請時期－前年度の２月１日より５月１５日 

但し、予算が枯渇次第終了となります。 

 

インセンティブ（奨励、報償の意）に関して 

新地区補助金の支給は、３年前の年次基金への寄付額

に応じて、支給限度額が決まります。 

 

基準：３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額が 

１００＄以上のクラブには､５,０００＄を上限に支給される。

即ち、当クラブの場合、宮村年度での年次寄付の一人あ

たりの平均額が１００＄以上であれば、萩生田年度では

５，０００＄を上限として受けられることになります。 

果して、宮村年度での一人当たりの平均寄付額が１００

＄を超えていたか？ 気になるところですね  

従って、小泉年度の年次基金の結果は萩生田年度の次 

の年度（どなたが会長に選ばれるか）に反映されます。 

この様な制度に変わったならば、補助金の支給額アップ

の為、一人当たりの平均寄付額を少しでも上げる様に寄

付増進委員会の呼び掛けに応じようではありませんか。 

 

増額：３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額が 

２００＄以上のクラブには６，０００＄を上限とする。 

また平均寄付額が１００＄増額になるごとに支給限度は

１，０００＄上乗せになります。限度額は１０，０００＄。 

 

インセンティブ ? 

減額：３年前の年次基金の一人あたりの平均寄付額が 

０．０１＄から９９．９９＄のクラブには４,０００＄を上限と

して支給される。 

無資格：３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額

０＄のクラブは地区補助金の参加資格はありません。 

 

・クラブが今するべきこととは？ 

新地区補助金は前年度を計画年度として、申請期間は

前年度の２月１日より５月３１日までとなるので､補助金

を利用するプロジェクトを企画立案するためには関係す

る委員長の内定を早めに実施して対応することが肝要

となります。 

１２月１日より１月３１日までにクラブ会長エレクトと会長

ノミニーが地区とＭＯＵ(覚書)を取り交わす。 

「補助金管理セミナー」をクラブ会長エレクトもしくはクラ

ブで任命した代表者が出席し参加資格を取得する。 

 

 

 ・ロータリー研修委員会の今後の予定 

「ロータリー財団とは」、「未来の夢計画とは」等のロー

タリー知識習得の為、委員会では今後、新入会員セミ

ナーの開催を予定しておりますので、会員の新、旧を

問わずご参加をお願いします。 

 

          

◎お礼と点鐘               会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 遠藤 二郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


