それ以降は、440ドルになりますので行かれる方は早め
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目的、使命、歴史、特徴、寄付の種類（普通寄付・
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第1080回例会 2020年(令和2年)12月3日（木）
本日のプログラム「会員卓話 （赤塚晴彦君）」

会長

岩下いずみ

VOL.25-14

に携われている環境にいる幸せをあらためまして実感す
る次第でございました。
さて１１月は『ロータリー財団月間』です。アーチ・

皆様こんにちは

クランフ氏はロータリー財団の父と言われている方です。

11月5日の風呂井ガバナー公式訪問例会は皆様のご協力
のお陰を持ち無事に終えることができました。誠にあり

ロータリー財団への寄付はポリオ根絶、平和の推進、地
域社会の自立促進、教育への支援、世界中の人々を支援

がとうございました。

するためにロータリーが行う活動に直接いかされます。

風呂井ガバナー、上川ガバナー補佐、北山地区幹事に

ロータリー財団は慈善団体の格付けで11年連続で最高

は例会前の懇談会でクラブの運営のヒントやアドバイス
を多くいただきました。風呂井ガバナーはサザンウイン

の４つ星評価をうけています。ロータリー財団の活動に
おいて組織の透明性が高く評価されての結果で私達の寄

ドのアッセンブリーを分析、熟知して懇談会に臨んでく

付金が無駄なく使われている事を意味しています。世界

ださいました。会長として勉強不足、準備不足が否めな

で良い事をするために財団の寄付についてご理解いただ

い部分があり、クラブリーダーとして皆様に反省とお詫
びを申し上げます。

く事によりこれから寄付を考える時に同じお金でも寄付
の意味が大きく変わる事と思います。

そして先週はクラブ運営委員会企画のみかん狩りと乗

本日のプログラムはロータリー財団委員会松田泉委員

馬体験、霧島えびの甑岳トレッキングに参加させていた
だきました。両日ともにお天気にも恵まれ楽しい時間を

長による討論会を交えたフォーラムです。指名されます
のでしっかりとお話をお聞ききいただき重ねてロータリー

過ごすことができました。水流会員のご厚意とクラブ運

財団への寄付をお願い致しまして本日の会長アドレスと

営委員会の皆様の楽しい企画に感謝申し上げます。

させていただきます。

13日には歴代会長１２名と吉時会長エレクト、水流会
員、小川幹事の総勢１６名で懇談会をRLI形式で開催いた

【幹事報告】

参加できるか確認しますので、ご参加下さい。携帯で

しました。先輩方から多くのアドバイスをいただくこと

①2021年1月15日（金）に鹿児島市内ロータリークラブ、

ができ、とても有意義な時間になりました。今後のクラ
ブ運営に役立てていきたいと考えています。そしてこれ

新春合同例会が行われます。今年度は、出席に関して
強制ではありません。新型コロナウイルス感染症関連

からも多くの会員の声を聞く機会を設け、こまめに発信

による欠席につきましては、出席扱いとなります。出

してまいりたいと思います。歴代会長との懇談会を提案

欠表に○×とアレルギーのある方は、ご記入をお願い

してくださったのは庄司会員です。先輩方はいつも何か
しら壁にぶつかっている時に押し付けではなく助けてく

致します。
②2021年台北国際大会について（2021年6月11日〜14日）

ださいます。素晴らしい先輩方に見守られてクラブ運営
2020-2021年度

国際ロータリーのテーマ

西会員
ｸﾗﾌﾞ60万円⇒各会員12,000円

（普通寄付との合計は15,000円）
現在の今年度寄付合計額 189,000円
（15名

本日のプログラムは、ロータリー財団のクラブフォー
ラムです。松田泉ロータリー財団委員長、よろしくお
願いします。

うち目標達成者14名）

表彰 米山功労者（累計10万円以上 累計13名）
マルチプル米山功労者（累計20万円以上 累計6名）
◎ロータリー財団と米山記念奨学金の目標金額達成の

◆水流純大君

ため、寄付を宜しくお願いします！

11/12のあさひが丘みかん狩り・乗馬体験にご参加頂い
た会員の皆さん、ありがとうございました。みかんも
沢山お買い上げいただきありがとうございました。
￥９２，０００-≫

【１１月の誕生日祝い】おめでとうございます！
森山隆治君 （１日）
押井啓一君 （５日）
佐藤俊一君 （９日）
中村英生君

写真左）ニコニコＢＯＸの紹介、出席報告は井川良仁
クラブ運営副委員長です。

（１０日）

写真真ん中）・食事前コメントは、夏迫文男会員です。
写真右）・本日の唱和は庄司教克会員です。

(写真、下）
【ロータリー財団寄付目標達成者】

次回（第1081回）例会のお知らせ

小川ちえみ君・池田耕夫君・国師博久
君・森政広君・水流純大君

日

【米山記念奨学会寄付目標達成者】
岩下いずみ君・小川ちえみ君・池田耕

時：２０２０年１２月１０日(木）12：30〜13：30

場 所：東急ＲＥＩホテル
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：年次総会 選挙

2Ｆ

夫君・森政広君・水流純大君
【ポリオプラス募金】
11/19 2,100円

＜累計額

【モーリシャス沖重油流出
11/19 2,100円

出

￥１７，８００-＞

災害寄付】

＜累計額

例会日

￥２０,０００-＞

席 報
会員数

第1078回11月19日(木)

告
出席数

49(46)

出席率％

34

73.93

【プログラム】
クラブフォーラム『ロータリー財団委員会』

市内他ＲＣ例会プログラム

松田泉委員長

小川ちえみ

12月15日までの登録料は

目標特別寄付額

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君

（１）ロータリー財団について
幹事

カウンセラー

参加される方は、事務局までご連絡下さい。
【ニコニコＢＯＸ】

≪ニコニコＢＯＸ累計額

【会長アドレス】

特別寄付）についての説明
現在 米山奨学生 ダール・アシスさん

たらご参加下さい。前日、25日の20時〜21時にZOOMに

鹿児島サザンウインド
ロータリークラブ

前回第1078回例会(11/19(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

（２）米山記念奨学会について

目標、使命、歴史、シェアシステム、寄付の種類（年

第2730地区目標
「不易流行・ロータリーの基本を堅持し、変化に適応するクラブを」
クラブスローガン
「Enjoy the change! 変化を楽しもう！」

院長 徳重浩一様

目標寄付額 年次基金 ｸﾗﾌﾞ7,350ﾄﾞﾙ→各会員150ﾄﾞﾙ
現在の今年度寄付合計額 292,000円
（21名
恒久基金
認証

うち目標達成者13名）

1000ドル→今年度クラブ会長

年次基金

（累計2000ドル以上

恒久基金

累計28名）

（山形屋）
(稲森記念館)

中央RC 12/7(月) 職業奉仕フォーラム
東南RC 12/8(火)
南RC

12/9(水)

会長・幹事上半期を終えて

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）
(東急REI)

シリーズ卓話

鹿児島レブナイズ代表 小牧正英様
西RC

(山形屋）

（ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

12/9(水）クラブフォーラム（ロータリー戦略計画）
（山形屋）

累計40名）

ベネファクター
（一括で1000ドル

鹿大ｱｶﾃﾞﾐｰRC12/4(金) 会員卓話

城西RC 12/8(火) 休会

（100万ドルの食事年間合計）
マルチプルポールハリスフェロー
ポールハリスフェロー
（累計1000ドル以上

（ホームクラブ例会場）

鹿児島RC 12/4(金）鹿児島厚生連病院

次基金、恒久基金、ポリオプラス）説明

365ドルです。

「ロータリーは機会の扉を開く」

★は、記帳受付有り

累計22名）

西南RC 12/9(水） 夜の例会(家族忘年会)

（ゆうづき）

東RC

（ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）

北RC

12/10(木） 年次総会

12/10(木） 夜の例会に変更18：30〜(ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

前回第1079回例会(11/19(木))の報告 於：ZOOM例会
【会長アドレス】 会長 岩下いずみ
皆様こんにちは
昨夜は本日のzoom例会の練習を福元公共イメージ委員長、井岡会員のご協力で開催いたしました。
ロータリーは毎週例会場に出向いて例会を行うのが理想ですが世の中の変化に適応するためには、
これからはオンラインでの例会やミーティングは必要不可欠なツールとなる事は間違いありません。
回数を重ねるごとにこの便利なツールを違和感なく使いこなせていけると思っています。
そしていよいよ本日は全会員参加型のZOOM例会への挑戦です。参加時のネット環境など細かいと
ころでご苦労されている方もいらっしゃると思いますが工夫して早く慣れて行きましょう。
さて今月はロータリー財団月間です。先週の例会では松田ロータリー財団委員長によるクラブフォー
ラムでわかりやすく説明をしていただきました。
財団に集められたお金がどのように使われるか大まかにお分かり頂けたと思います。
ロータリー財団のプログラムは地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、ロータリー平和セ
ンターに分けられています。
ご承知の通り上期、下期に会員の皆様にいただいている年会費にはこれらの寄付金は入ってはお
りません。会費がどのように使われているかはアッセンブリーを見ていただければお分かりいただ
けると思いますが事務局関係、委員会費、登録料などの運営費に使われています。毎年、多額の会
費と会食費をお支払いいただいても肝心の寄付が出来ていなければロータリーの奉仕プロジェクト
は実行することができません。
現在お願いしております寄付に目標額はありますが上限はありませんので目標額を達成された方
も１回に外食したつもりとか洋服や靴を買ったつもり寄付でロータリー財団へ寄付いただきますと、
皆様の浄財は世界の人々を支援するためにロータリーが行う活動に直接、いかされます。
本日も先週に引き続きロータリー財団への寄付をお願い致しまして会長アドレスとさせていただき
ます。
【幹事報告】 幹事 小川ちえみ
①2021年台北国際大会について（2021年6月11日〜14日）12月15日までの登録料は365ドルです。
それ以降は、440ドルになりますので行かれる方は早めにお申し込みください。
②メールでお知らせしていましたが、12月19日（土）9：30〜15：00迄 第8期2730地区RLIの為の
DL研修セミナーが行われます。
締め切りは12/7です。詳細はお送りしましたメールでご確認の上事務局までお申し込み下さい。
参加は自由ですのでDL資格取得者の方も是非ご参加下さい。
③下期会費の口座引き落としをご希望の方は、口座番号などの登録が必要ですので、事務局までお
申し出ください。
④来週12/3は例会後理事会を行います。
【ＺＯＯＭ例会の様子】

