
第 1530回例会     令和元年 7月 24日(水) 

今日のプログラム 

1．点     鐘    会長 

2．ロータリーソング ♪それでこそ ROTARY♪ 

3．4つのテスト唱和   本日の担当 

4．会長の時間     宇治橋 信雄君 

5．幹事報告      田邉 揮一朗君 

6．出席報告       委員会より 

7．ハッピーBOX披露   本日の担当 

8．委員会報告     各委員会より 

9．会員卓話「梶田 與之助君」「荒武 義博君」 

10．次週以降案内   SAA より 

第 1529回例会記録   令和元年 7月 10日（水） 

■会長の時間      会長 宇治橋 信雄 君 

 
■幹事報告      幹事 田邉 揮一朗 君 

＜文書案内＞＊地区資金前期分納入済のお知らせ 

＊2019年国際ロータリー規定審議会より 

＊地区大会登録のお願い 

＊年間プログラム確認のお願い。 

■出席報告           藤堂 孝一君  

 

 

 

 

 

 

■ハッピーBOX披露       荒武 義博君 

 

＜ニコニコへ＞ 

〇林 厚雄君～記念月のお祝いありがとうござい

ました。43 年も経つと毎日が惰性かな？でも！今
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RIテーマ 

ロータリーは世界を 

つなぐ 

 
 ROTARY CONNECTS 

THE WORLD 

会員数＝26名  出席免除数＝2名 

出席数＝17名  欠席数＝9名 

メーク届＝0名  出席率＝70.8％ 



から仲良くしないとなりませぬ(笑) 

〇宇治橋 信雄君～今月で 21 回目の結婚記念日を

迎えます。末っ子がまだ 10 才なのでまだまだ二人

仲良く頑張ります。 

＜財団へ＞〇岩切 正司君～出席に励みましょう。 

■SAAより           蔵田 良純君 

 

■       例会の様子         ■ 

 

＜7月財団ニュースより＞ 

【3 年連続「年次基金寄付ゼロクラブゼロ」達成】 

ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC） 池

田 德博 お陰さまで、年次基金寄付ゼロ クラブゼ

ロの目標を 2017 年以 来 3 年間連続で達成する

こと ができました。2017-19 年度の 第 1 ゾーン 

RRFC として、皆様に心より御礼申 し上げます。  

 ゼロクラブゼロ目標は、ご寄付自体よりも、皆 様

方に、ロータリー財団による人道的支援活動 への

ご理解とご協力を深めていただくための、 いわば

啓発運動でもあります。たとえ少額の寄付の場合で

も、その行動そ のもの、その瞬間に、支援を受ける

人々の顔、実際に支援活動をする人達 の姿を思い

描いてくださることでしょう。その時につながりが

生まれ、連帯の 意識が生じます。これこそが、ゼロ

クラブゼロ目標の本当の意味と考えるも のです。  

 末筆になりますが、ご寄付いただいたすべてのロ

ータリアンの皆さま、様々 なご支援をいただいた

前 RRFC の竹腰兼壽様、村上有司様、RRFC 舟木い 

さ子様、田村泰三様、それに、ARRFC の皆様、そし

て RI 日本事務局財団 室の皆様に心からの感謝を

申し上げ、3 年間の役割を終えたいと思いま す。 

誠にありがとうございました。    

ＲＩ日本事務局 財 団 室 ＮＥＷＳ2019年 7月号  

発行日 6月 28日 RIレートは、My ROTARYから随

時 ご確認いただけます。 My ROTARY RIレート  寄

付送金明細書 寄付・認証 ロータリークラブの手引

き 寄付総額 世界上位 3 ヶ国 2019 年 6 月 24 日現

在 アメリカ ＄ 170,950,460 韓国 ＄ 17,964,965 

日本 ＄ 16,859,216 日本の状況  冠名基金数 179 

※地区、クラブが設立した冠名基金含む AKS 会員

数 42 PHS会員数 882 目標（世界） 2019-20年

度 ・全体：4 億ドル ・年次基金：1 億 4,000 万ド

ル ・ポリオプラス基金：1億 5,000万ドル （ゲイ

ツ財団とのマッチング分含む） ・恒久基金：7,500

万ドル（2025年まで に 20億 2,500万ドル） ・そ

の他基金：3,500万ドル（グローバ ル補助金への現

金拠出等） 目標（日本） 2019-20 年度 ・年次基

金：一人当たり 150 ドル ・ポリオプラス：一人当

たり 30 ドル ・恒久基金：冠名基金を各地区１件

以 上設立 ・大口寄付：1 万ドル以上のご寄付 100 

件、AKS10 名増（日本全体） ・ポリオプラスへ DDF 

の 20％を寄贈 ・ロータリー目標（世界） 2019-20

年度 ・全体：4 億ドル ・年次基金：1 億 4,000 万

ドル ・ポリオプラス基金：1億 5,000万ドル （ゲ

イツ財団とのマッチング分含む） ・恒久基金：7,500

万ドル（2025年まで に 20億 2,500万ドル） ・そ

の他基金：3,500万ドル（グローバ ル補助金への現

金拠出等） 目標（日本） 2019-20 年度 ・年次基

金：一人当たり 150 ドル ・ポリオプラス：一人当

たり 30 ドル ・恒久基金：冠名基金を各地区１件

以 上設立 ・大口寄付：1 万ドル以上のご寄付 100 

件、AKS10 名増（日本全体） ・ポリオプラスへ DDF 

の 20％を寄贈 ・ロータリー平和センター、重点分

野 へ DDF 寄贈 ・各地区が DDF を使い切る ・グ

ローバル補助金・地区補助金の活 用の推進 ・ロー

タリー平和フェローシップの推進  

【新しい認証】 『レガシー・ソサエティ』のお知

らせ】 恒久基金に 100 万ドル以上の寄付を誓約

した個人、またはご夫妻を認証する ための会、

「レガシー・ソサエティ」が設立されました。レ

ガシー・ソサエティの会 員は、ロータリー年次

報告書にお名前が記載されるほか、国際ロータリ

ーとロー タリー財団の特別行事に招待されます。

また特別な認証品を受領するほか、 遺贈友の会

会員のすべての特典を受けることができます。 

 

 


