
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

「グローバル補助金-タイの子ども達にキレイ
な水を-バンコク・スリーウォン RCとの連携
と途中経過について」国際奉仕委員会･･武山茂 
今日、私がグローバル補助金の話をす 

る事になったのは三つの理由があります。 

① 今国際奉仕委員会 
② 地区補助金とﾏｯﾁﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄに長く 
携わっている。 

③2800 地区新関彌一郎年度から始まった『未来の夢計

画』新地区補助金に会長として絡んでいた。特にきれいな

水支援（マッチンググラント）のグローバル補助金獲得は

現在 98％確定ですが、これは我がクラブ、タイのスリーウ

ォンＲＣ、そして新関彌一郎年度の地区指導力が三身一

体となってなしえた事です。 

最初に、このグローバル補助金について簡単明瞭に言う

と・・・・天童東ＲＣが、１５万寄付すると、2800 地区が１３５万

援助してくれ、Ｒ国際財団（マッチンググラント）が１５０万援

助してくれ、総額 ￥３００万、浄水器（１器 15 万）が２０台タ

イの小学校に寄贈されます。この３００万をグローバル補助

金と呼びます。我クラブのこの８年間は、年間我が天童東

ＲＣが 10～２０万、地区から１０万、Ｒ国際財団 ＭＧ１５～２

０万 トータル３０万～４０万が浄水器支援に使われた。今

回は１０年分を一気に支援する事と成ります。 

 新関彌一郎Ｇ年度から始まった。「未来の夢計画」につ

いて補足します。ロータリー財団は、恒久基金の運用等を

含め大きな発展を遂げてきました。そのためマッチンググ

ラントが沢山行われ、資金的・書類の数的にも限界に来て

しまい、「未来の夢計画」に移行しました。以前は～ 

＊新・旧地区補助金････ともに国内の『社会奉仕』に、国

外では『旧世界社会奉仕』として使われてきた。 

＊正に、『タイの子供たちにキレイな水を』は『旧世界社会

奉仕』でスタートしました。私は、緑 三郎さんに指導を受

け、地区補助金の受給申請担当をしてきました。 ここ 

（４年）数年、我がクラブの『水支援』は地区の補助金とマ

ッチンググラントのダブルの支援を受けていると言われ地

区補助金が使いずらくなって来ていました。 

新関彌一郎Ｇ年度の 2800 地区は、新地区補助金を地

区内クラブにしっかりＰＲを行い。素晴らしい「未来の夢計

画」を行うことが出来ました。今後、我がクラブの『社会奉

仕委員会』と『国際奉仕委員会』は、次年度どんな❝支援

プログラム❞を組むかを考え、来年３月の新地区補助金

の申請に臨んでください。『水支援』が今後どのような継続

になるかは、これからの会長と『国際奉仕委員会』に託さ

れます。この度『水支援』のグローバル補助金が、新関Ｇ

年度の置き土産、水戸部・武山ダブル会長の記念、村山

光男３０周年会長記念事業を守り立てるものになり、何とか

私の役目も無事熟せたのかなと自負しております。スリー

ウォンＲＣの皆様をはじめ協力して下さった皆様に感謝を

申し上げ『グローバル補助金』の紹介とします。 

通算例会 1398回  

本年：09回 

例会日：2014年 9月 10日

例会場：天童ﾎﾃﾙ 

クラブ会報委員長 武山茂

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を
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2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

会長挨拶  村山光男会長 平成 26 年 9 月 10 日 

皆さんこんにちは。長月の 9月に入り秋 

の気配も少しずつではありますが、空の 

色や樹木の葉にも秋を感じるようになり 

ました。田んぼを見れば稲穂はすっかり 

色づき頭を垂れ始め、黄金の輝きを増 

す時季に入りました。季節は夏から秋に変わり、暑かった

り寒かったりの日々が今後とも続くでしょうから体調を崩さぬ

よう健康に留意されますようお願い申し上げます。 

 ここで 2 つほど皆さんにご報告を申し上げます。 

ひとつは我がクラブの会員であります白鳥功さんが 3月の

人間ドッグで前立腺ガンの疑いがあるということで精密検査

を受けた結果、ガンの告知があり 9 月 2日に手術が行われ

ました。先日の8日、月曜日に人間ドッグ仲間6人でお見舞

いに行って参りました。本人は至って元気でおりました。今

後、切開手術のためキズ口が痛む程度で早ければ今週中

に退院する可能性が高いと言っておられました。入院先は

県立中央病院東病棟 717 号室であります。何ごとも早期発

見が大切でありますので定期的に健康診断を受けることを

お奨め致します。 

ふたつ目は、2014 年度の年次計画報告書が完成し本日

納本させて頂きました。昨年度・本年度の記録委員長であ

ります土屋さんと原田さん、そして関係者の皆さん方大変ご

苦労様でございました。その中の表紙裏ページの所に我が

クラブの会員平均年令があり、それを見て大変うれしくなり

ました。昨年度の統計では 64.28 歳であったのが本年度は

63.24 歳となり、1.04 歳若返ったのであります。それの要因に

は新入会員の小野さん、桜井さん、小関さんと言った若手

会員が入会してくれたことが大きく寄与しているものと思って

おります。これからも先月の会員増強例会でのディスカッシ

ョンを有効に活用して東クラブの若返りと活性化を目指した

いと存じます。 

 さて、今月の 9月 6日土曜日に寒河江市ハートフルセン
ターで職業奉仕セミナーがあり、幹事と職業奉仕委員長の

国井さん共々参加して参りました。研修の内容は第一部は

地区職業奉仕委員長・鈴木一作氏の「ロータリーの目的と

職業奉仕」と題しての基調講演、続いてパストガバナーの

安孫子貞夫氏による「日本における職業奉仕の歴史と今日

的課題」と題して、あわせて 1時間 30 分の講演となりまし

た。第二部は基調講演を踏まえて各 10 人程度のグループ

ディスカッションを行い、代表者が発表するというものでし

た。テーマは（1）なぜロータリアンであり続けるのか？（2）仕

事をリタイアした人のロータリー入会（3）職業奉仕理念を活

かした経営改善の実例（4）職業奉仕のﾌｫｰﾗﾑと勉強会の

あり方などです。詳しい内容は後日に職業奉仕委員会より

お話しが有ると思います。 

 最後にひとつだけ発表者の話で心に残ったことは、なぜあ

なたはロータリアンであり続けるのかの問いに「職業倫理を

重んじることが（日常的に）になったからだ」ということでした。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

出席報告   後藤重雄 委員 

本日会員５0 名（48 名）・出席者 37 名・出席率 77.08％ 

※前々回出席率を：：：％⇒：：.：：％に修正致します。 

 

 

スマイル  （平成２６年９月１０日例会） 紹介：永山和敏委員 
 

期待   村山光男   武山さん、本日、よろしく。 

卓話   武山 茂   本日はグローバル補助金とスリーウォンＲＣとの連携 

            と経過についての卓話をさせて頂きます。 

慰労   鞍掛彰秀   櫻井先生、市民相手の講演会、お疲れ様でした。 

米国   新関弥一郎  ニューヨークであそんで来ました。おみやげはありません。 

早退   永山和敏   都合で早退します。今日の私の役割をおえていきます。ごめんなさい。 

記念日  高橋繁夫   結婚記念日 （あと１年で金婚式です。それまで生きます。） 

     押野 宏   会員誕生日 （古希です。） 

     分銅昭夫   会員誕生日 （今年誕生日をむかえ、ゴルフは前のティから、色々な所で割引

になります。） 

     古瀬正勝   会員誕生日 （９月２４日で満７０歳になります。残りの人生を楽しむのみ。）

 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

１． 国際ロータリー2800 地区ガバナー 

事務所より、地区大会の案内及び 

書類が届いております。 

日時：10 月 24 日(金)、25 日(土) 

場所～鶴岡市 

２． 2800 地区第３ブロック、親睦ゴルフコンペ開催のご案

内が届いております。 日時 10 月 13 日(体育の日) 

場所 大石田ゴルフクラブ ゴルフ愛好会に出欠を 

３． ２０１４～2015 年の年次計画・報告書が出来ました。 

二冊ずつ配布しております。 

４. 例会終了後、理事役員会を１階ロビーにて行います。 

  理事役員の方の出席をお願いします。 

委員会報告 と その他 

1、委員会報告は、特になし 

   

野川晶弘国際奉仕委員長 

 本日は国際奉仕委員会の担当例会 

です。グローバル補助金の申請に携わ 

った武山委員に卓話をして頂きます。 

 

本日のまめ知識  

 

＊新地区補助金････各クラブの次年度委員会が 

３～４月末に提案書、申請書を提出し、地区が５月末

迄審査を行い確定する。 

 

＊ポリオ･プラス････ポリオは小児マヒ、プラスはハシカ・

ジフテリア・結核・破傷風・百日咳の五つの主要伝染

病（ＷＨＯ、ユニセフ）の事 

 

＊マッチンググラント････他国との２クラブ以上が協力し

て行う人道支援に対して援助される同額支援のこと。 

 

＊グローバル補助金････使えるのは６つの重点分野 

① 平和と紛争予防／紛争解決 

② 疾病(ｼｯﾍﾟｲ)予防と治療 

③ 水と衛星 

④ 母子の健康 

⑤ 基本的教育と識字率向上 

⑥ 経済と地域社会の発展 

 


