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●点 鐘 

●ロータリーソング 

   

●会長の時間 会長 坂之上 健一 
皆さんこんにちは。 
先週の節分例会には、
オークション等で大変
盛り上がり楽しい例会
となりました。親睦委
員の植木さん一人で準
備等本当に有難うござ
いました。さて、本日は
「ロータリークラブ定
款」が変更になったこ
とで当クラブの細則な

ど変更しなくてはならない箇所もあります。それに
ついてお話をしたいと思います。 
 
（１）第 9条と第 10 条が合項 
その中から第 10 条「会員身分」の第 7節が削除され 
公職に就いている人も正会員になれることとなりま
した。 
（２）第１１条と第１節と 2節が省略 
職業分類の人数に関する制限が削除となり、同一業
種から何名でも会員になる事が出来るようになりま
した。 
 
次に上げる項目を当クラブとして検討をしなくては
なりません。 
 
（１）第１２条「出席」の第１節 
メークアップについて、今までは例会前後 14 日間に
メークアップを済ませれば出席となっていましたが、
改定後は同じ年度内にメークアップを済ませれば出
席となります。すなわち１年間の間にメークアップ
をすればよいこととなりました。 
 
このメークアップ方法を当クラブはどのようにする
のか、現在中央未来委員会で検討を進めております
が、ある程度意見がまとまれば理事会にかけ、理事
会で意見を集約したうえで最終的には臨時総会を開

き全会員で決めたいと思います。 
まだほかにも至急ではありませんが検討事項もある
かと思いますが、本年度中にはこのメークアップに
ついての決定をし細則を変更したいと思います。ま
だ今期中にやらなくてはいけないことが沢山ありま
すが、どうか皆様ご協力を宜しくお願い致します。 
 
●幹事報告       幹事 堀口 裕之 

 
◎国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630
地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所よ
り 
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ勧告派遣報
告書 
◎ﾛｰﾀﾘｰ日本財団より 
・確定申告用領収書
の送付 
◎ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学
会より 

 ・確定申告用領収書の送付 
〇ﾛｰﾀﾘｰの友事務所より 
 ・2020-21 年度版ﾛｰﾀﾘｰ手帳の注文について 
  １冊 660 円 
〇高山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより 
 ・例会変更のお知らせ 
  2 月 13 日(木) 18：30～ 夜例会 
〇高山西ロータリークラブより 
 ・例会変更のお知らせ 
  2 月 14 日(金) 休会 
  3 月 13 日(金) 

 職場訪問例会 平和ﾒﾃﾞｨｯｸ(株) 
  3 月 30 日(金) 休会 法定休日 
＜飛騨高山国際協会より＞ 
 ・平成 31 年度飛騨高山国際協会実務者連絡会議の

ご案内 
  日時：3 月 12 日(木) 10：00～11：00 
  会場：高山市役所 4 階 
 ・シビウ国際演劇祭  

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ募集のご案内 
＜会報＞ ・可児 RC 
 
 

◆会長  坂之上 健一   ◆幹事  堀口 裕之   ◆会報委員長 和田 良博  ◆会報担当 田中 雅昭 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1235 回 
56 名 55 名 44 名 － 80.00% 

前々回 

1233 回 
56 名 55 名 47 名 1 名 87.27% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 
2019～2020 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

～「躍動！」～Move up 
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●国際奉仕委員会  植木委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●グローバル補助金について 
         次期会長 村瀬祐治 

 

「地区補助金」支給規定 

３年前の年次基金の寄付

額によって支給額と支給

限度を決定します。 

地区補助金 寄付額を 

４段階に分ける 

1 人当たりの年次寄付額 

① ＄100 未満（ｸﾗﾌﾞ拠出金） 

＄1.000×08＝＄800（最大＄2.000） 

② ＄100～150 未満（ｸﾗﾌﾞ拠出金） 

＄1.000×1.4=＄1.400(最大＄5.000) 

③ ＄150～＄200 未満(ｸﾗﾌﾞ拠出金) 

＄1.000×1.7×1.5＝＄2.550 

        (最大＄10.000) 

④ ＄200 以上(ｸﾗﾌﾞ拠出金) 

＄1.000×2.2×2=＄4.400 

        (最大＄12.000) 

   2017-2018 年度財団寄付(EREY) 

 会員数 年次基金額 1人当たり

EREY 

高山中央 RC 59 6.508 ﾄﾞﾙ 110 ﾄﾞﾙ 

高山 RC 39 6.000 ﾄﾞﾙ 153 ﾄﾞﾙ 

高山西 RC 39 13.150 ﾄﾞﾙ 340 ﾄﾞﾙ 

下呂 RC 21 3.150 ﾄﾞﾙ 150 ﾄﾞﾙ 

美濃加茂 RC 32 4.950 ﾄﾞﾙ 154 ﾄﾞﾙ 

可児 RC 29 4.924 ﾄﾞﾙ 169 ﾄﾞﾙ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ小計 219 38.790 ﾄﾞﾙ 177 ﾄﾞﾙ 

地区合計 3079 451.598 ﾄﾞﾙ 146 ﾄﾞﾙ 

 

 
 

地区補助金の対象となる事業とは 

人道的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、奨学金に使用でき

る。 

① 財団の使命「ﾛｰﾀﾘｱﾝが人々の健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済する事を通じ

て、世界理解、親善、平和を達成できるようにす

る事 

② ロータリーも対する地域のニーズを掘り起こす

事業に使用する。 

③ ○○周年記念事業には使用できない。 

④ 継続事業には使用できない。（対象や規模が変わ

れば OK） 

⑤ 寄付行為や単なる物品の寄贈は対象にならない。 

ﾛｰﾀﾘｱﾝが主体的に活動する事業になっているか 

⑥ 他団体への相乗りでは認められません。 

地区補助金奨学生 奨学金 

：日本から海外の大学へ留学する場合の奨学金 

（地区へ申請） 

〇奨学期間 1年間 10.000 ﾄﾞﾙ/人（程度） 

 大学卒業 ｸﾗﾌﾞで申請 ｸﾗﾌﾞ拠出金 1.000 ﾄﾞﾙ 

 桑名西 RC イタリア—清水優美-ﾐﾗﾉ音楽院-声楽 

          -国立音楽大学(2019-20) 

 四日市 RC フランス—鈴木鈴奈-ｴｺﾉｱﾙ音楽院 

-ピャノ-桐朋学園大学(2019-20) 

各務原 RC ドイツ-児玉真子-ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ音楽学校 

      －ピャノ-愛知県立芸術大学(2019-20) 

グローバル補助金奨学生  奨学金 

：日本から海外の大学等へ留学する場合の奨学金 

    (ロータリー財団へ申請) 

〇奨学期間 1～４年間 31.500 ﾄﾞﾙ/人 

     大学院ﾚﾍﾞﾙ ｸﾗﾌﾞ拠出金+地区+国際財団 

「グローバル補助」支給規定 

ロータリークラブは、世界中の地域社会で、①平和

の推進、②水と衛星の改善、③教育の支援、④地元

経済の促進、⑤母子の健康改善、⑥疾病の治療・予

防といった活動にあたっています。 

海外のロータリークラブと共同で 3万ドル以上の事

業、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをする場合に申請できます。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果が維持し、測定が可能であること。 

申請は随時できます。まず地区補助金小委員会に 
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相談し 財団東京事務所を通じて ﾛｰﾀﾘｰ財団へ申

請書を提出する。(日本文・英文で提出する) 

ﾛｰﾀﾘｰ財団承認⇒ｸﾗﾌﾞ拠出金振込⇒実施ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

（海外）送金⇒事業実施⇒中間報告最終報告 

グローバル補助金 

3 年前の年次基金の一人当たりの寄付額を適用しま

す 

① 1 人当たりの平均寄付額が 150 ﾄﾞﾙ未満の場合 

地区財団活動資金(DDF)はｸﾗﾌﾞ拠出金の 2 倍ま

で支援します。 

② 1 人当たりの平均寄付額が 150 ﾄﾞﾙ以上の場合 

地区財団活動資金(DDF)はｸﾗﾌﾞ拠出金の 5 倍ま

で支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2018-2020 年度 地区補助金 予定 2630 地区 

事業補助金 22 申請 地区補助金奨学生 3 名 

地区補助金計 176.630 ﾄﾞﾙ (19.076.604 円) 

●ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金 申請には英文理解と英文申請(英

語力) 海外の RC 母国語理解(ｽﾋﾟｰﾁ) 

●補助金が大きい場合 多数の RC が１事業に共同

で行う 100 万円×3 ｸﾗﾌﾞ 300 万円 

●海外の支援国 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと良く話し合い 何が

必要なのかを把握 実情に合わないことは迷惑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山中央 RC 150 ﾄﾞﾙ以下        国際財団活動資金(WF) 

実施国 

（海外 RC） 

現金拠金 10 万円 ➝ 現金拠金の 50％ 

(10 万円+100 万円)÷2=55 万円 

援助国 

（高山中央

ﾛｰﾀﾘｰ） 

現金拠金 100 万円 ➝ 

地区財団活

動 資 金

(DDF(2 倍)) 

 

200 万円 

 

 

➝ 

 

 

DDF と同額 

 

200 万円 

合計① 310 万円 310 万円  合計② 255 万円 

 合計①+② 総額 565 万円 

高山 RC 150 ﾄﾞﾙ以上          国際財団活動資金(WF) 

実施国 

（海外 RC） 

現金拠金 10 万円 ➝ 現金拠金の 50％ 

(10 万円+100 万円)÷2=55 万円 

援助国 

（高山ﾛｰﾀﾘ

ｰ） 

現金拠金 100 万円 ➝ 

地区財団活

動 資 金

(DDF(5 倍)) 

 

500万円 

 

 

➝ 

 

 

DDF と同じ額 

 

500 万円 

合計① 310 万円 610万円  合計② 555 万円 

 合計①+② 総額 1165 万円 

国際財団活動資金(WF)と地区財団活動資金(DDF) 
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＜会員誕生日＞ 

葛谷 嘉久  Ｓ４６年 ２月 ４日 

西 美紀        ２月１１日 

 

 

＜パートナー誕生日＞ 

西  美紀   隆   ２月 ２日 

渡辺 甚一  美子   ２月 ８日 

中田 一男  さち子  ２月 ９日 

伊藤 正隆  順子   ２月１８日 

坂之上 健一 孝子   ２月２４日 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜ニコニコ BOX＞ 

 

節分例会は、親睦活動委員長が欠席で申し訳ありませんでした。植木さん、河上さんにはお世話 

になりました。また、誕生日のお祝いありがとうございました。   高木 純  

                 

誕生日のプレゼントありがとうございました。 和田 良博 

 

妻の誕生日のお花をありがとうございました。   渡辺 甚一 

 

妻の誕生日のお花をありがとうございました。素敵な花を食卓に。 

今日からは玄関へと移動し楽しみます。      中田 一男 

 

先週 高山市内小中学校の「うた声アンサンブル」があり、我が子のグループが金賞を頂きまし

た。しかし、学年では 2位となり「来年こそは!!」と意気込んでいます。 

頑張ってほしいと思いニコニコへ。     小出 貴博 

 

本日は「さんしょうの会」へのご協力をお願いします。  熊崎 元康 

＜結婚記念日＞ 

堀口 裕之   Ｈ ４年 ２月 ８日 

葛谷 嘉久   Ｈ１３年 ２月１５日 

谷口 欣也   Ｈ １年 ２月１８日 

伊藤 正隆   Ｓ５６年 ２月２５日 

 

２月のお祝い 

おめでとうございます 


