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言行はこれに
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2022－23年度ＲＩテーマ
「イマジン ロータリー」

１.真実かどうか？ 

２.みんなに公平か？

３.好意と友情を深めるか？

４.みんなのためになるかどうか？
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会　長　新川　 勉
副会長　立脇 孝二
幹　事　佐藤 新也

第 1100 回 例会 （2022 年 10 月 7 日）

例会場：厚木アーバンホテル
例会日：毎週金曜日 12：30 ～ 13：30
事務局：厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所 2 階

■点鐘　…新川　勉会長

■斉唱　…君が代・奉仕の理想

■ゲスト紹介

地区財団資金推進委員会 副委員長
松下　力様（ふじさわ湘南RC）

■ビジター紹介

中村眞英様（伊勢原平成RC）

■会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区大会2日目　バスの運行について
・１０月ロータリーレート　１ドル＝１４５円
・地域社会の経済発展月間及びEnd Polio Nowリソー

スのご案内
・ガバナー・ノミニー選出の件

◎共同募金会厚木市支会　より
・組み立て式募金箱の活用による令和４年度赤い羽

根共同募金運動へのご協力について（お願い）
◎厚木市友好交流委員会　より

・女子サッカー「ニュージーランド代表対日本代表」
日帰り観戦ツアーへの招待について（通知）

■スマイル

松下　力様（ふじさわ湘南RC）
本日の卓話よろしくお願いいたします。

中村眞英様（伊勢原平成RC）
皆様こんにちは、本日は財団卓話を聞きに来ました。勉
強したいと思います。宜しくお願い致します。

新川　勉会長・佐藤新也幹事
本日はふじさわ湘南RCで財団資金推進委員会 副委員長 
松下さまにお越し頂きました。職業奉仕員会担当例会で
の卓話楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い致し
ます。伊勢原平成RC中村様、ようこそお越し下さいまし
た。どうぞ宜しくお願いします。

小林　透様（厚木RC）
9/21に行なわれた厚木県央RCコンペに参加させてい
ただきました。ゴルフ場のロッカー番号が087マルハ
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ナ！！幸運の予感でその通り良い結果に恵まれました。
交流と親睦がとれた価値ある1日でした。ありがとうご
ざいます。

佐藤拓也君・三竹厚行君・石井　卓君・臼井欽一君
岩堀美子君・土屋義行君・武藤元秀君
本日担当の職業奉仕委員会です。宜敷くお願いします。

松本　豊君
先日、小田急の電車に乗っていたら、5人位の外国人の
観光客が楽しそうに話していました。誰一人マスクをし
ていませんでしたので違和感タップリでしたが、もうす
ぐ水際対策もなくなり、マスク無しの観光客が大挙して
押し寄せて来る事でしょう！日本人はマスクを外すの
も外圧がないと決断出来ないのは何とも情けないです
な！

播磨誠司君
新川会長、完投おめでとうございます。又皆さんとケガ
無く、楽しく出来た事に感謝致します。

花上　滋君・森　志朗君・春日清則君・井　寛明君
神崎　進君・伊藤　一君・能勢健一君・佐藤新也君
山口昌興君・和田貴樹君
10月5日（水）の第25回神奈川親睦野球大会にてわが県
央は本厚木RCに勝ち1勝1敗で3位でした。塁にでた人を
あおっていた伊藤会員は足をけがしてしまいました。天
罰ですね。

高畑幸夫君・関原敏文君・荻野洋一君・守屋孝則君
遠藤典孝君・田口幸一君・今井美咲君・関野耕正君
山田幹男君・臼井欽一君・東三枝子君
スマイルボックス

■会長タイム

本日は雨の中例会出席ありがとうございます。本日は記
念すべき第 1100 回例会になります。

先日はロータリーの野球大会に選手として参加されまし
た皆様、また応援に駆けつけていただきました石井会員、
田口会員、難波会員本当にありがとうございました。試合
は第一試合は 12-2 で茅ケ崎湘南ロータリークラブに負け、
第二試合は本厚木ロータリークラブに 7-6 で見事勝利しま
した。チームとしては 3 チーム1 勝 1 負で並んだのですが
得点差で 3 位となってしまいました。二試合ともロータリー
の野球らしく楽しい試合となりました。特に花上さんの隠
し球には笑わせいただきました。懇親会は久しぶりの元湯
で他のロータリーの皆様と懇親ができました。また来年も
楽しくやりたいと思います。

さて本日は職業奉仕委員会による卓話例会になります。
ロータリー財団月間準備例会なります。地区・財団資金推
進委員会の松下力副委員長に卓話をしていただきます。

松下副委員長も野球大会に参加されていまして懇親会

の男子トイレでご一緒させていただき挨拶をさせていただ
きました。よろしくお願いいたします。

今年度は地区補助金はもらわなかったのですがラオス
支援では補助金をもらった奉仕活動をしてまいりました。
本日も財団の意義や仕組みを勉強をしてまた地区補助金
を利用して新たな奉仕活動をしていきたいと思っておりま
す。本日も最後までよろしくお願いいたします。

■今日のお花

ピンクッション（南アフリカ）
花言葉（どこでも成功）

スプレーカーネーション（南欧）
花言葉（熱心・感動・集団美）
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ロローータタリリーー財財団団をを理理解解ししよようう！！
ククララブブのの進進化化・・深深化化・・新新化化にに向向けけてて

2022年10月7日（金）

2022-2023年度 RID2780

地区・財団資金推進委員会

厚厚木木県県央央ロローータタリリーーククララブブ 様様

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

年年次次基基金金、、恒恒久久基基金金をを理理解解すするる上上でで最最もも重重要要ななここととはは、、
基基金金（（寄寄付付））のの使使途途、、ククララブブととロローータタリリアアンンににももたたららすす影影響響やや効効果果をを正正ししくくごご理理解解、、認認識識しし、、
共共感感いいたただだくく事事だだとと私私達達はは考考ええまますす。。

寄寄付付のの使使途途ととククララブブにに齎齎すす効効果果

年次基金
（2019-20年度の50%）

恒久基金の
運用益

（2020-21年度の50%）

IINNPPUUTT
地地区区補補助助金金

ググロローーババルル補補助助金金ななどどのの原原資資
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2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

スステテーーククホホルルダダーーをを
巻巻きき込込んんだだ

奉奉仕仕ププロロジジェェククトトのの実実践践

日日本本とと世世界界をを繋繋ぐぐ
地地区区奨奨学学生生・・財財団団奨奨学学生生のの派派遣遣

平平和和フフェェロローーのの受受けけ入入れれ

PPRROOCCEESSSS
そそのの原原資資ははククララブブ、、地地区区のの

価価値値ああるる様様々々なな活活動動にに使使わわれれるる

野野生生ポポリリオオ・・ウウイイルルススのの
世世界界的的撲撲滅滅にに向向けけたた

ポポリリオオププララスス

緒緒方方貞貞子子ささんん//中中満満泉泉ささんん

ロローータタリリアアンンととししててのの
誇誇りりとと責責任任をを感感じじるる事事ががででききるる

奉奉仕仕ププロロジジェェククトトのの
企企画画、、実実践践をを通通じじてて

ククララブブのの結結束束力力がが高高ままるる！！

奉奉仕仕ププロロジジェェククトトのの受受益益者者、、
地地域域ににととっってて

必必要要不不可可欠欠ななククララブブににななるる！！

奉奉仕仕ププロロジジェェククトトをを通通じじてて、、
精精神神的的なな豊豊かかささをを得得らられれるる！！

そそししてて様様々々なな活活動動をを通通じじてて、、
おお金金でで買買ええなないい価価値値をを得得らられれるる

結結果果、、
会会員員増増強強・・維維持持にに繋繋ががるる

ククララブブへへのの影影響響・・価価値値

精精神神的的満満足足度度

OOUUTTPPUUTT

イイソソッッププ寓寓話話でで
誰誰ももがが知知るる「「北北風風とと太太陽陽」」ののおお話話しし！！

１１．．北北風風はは旅旅人人にに強強くく風風をを 吹吹ききつつけけるる・・・・・・

２２．．太太陽陽はは旅旅人人をを暖暖かかいい陽陽 でで照照ららすす・・・・・・

地地区区・・財財団団資資金金推推進進委委員員会会のの姿姿勢勢

旅旅人人がが着着物物をを脱脱いいだだののはは北北風風？？太太陽陽？？
答答ええはは皆皆ささんんごご存存知知のの通通りりでですす。。。。。。

1

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

3

私私達達がが払払うう税税金金もも、、
無無駄駄ななくく、、価価値値ああるる使使わわれれ方方ををすするる事事にに

強強いい関関心心ががあありりまますす。。

一一方方、、無無駄駄ななくく、、価価値値ああるる使使わわれれ方方ををししたたととししててもも、、
我我々々のの生生活活がが劇劇的的にに変変わわるるここととははあありりまませせんん。。

納納税税はは義義務務！！基基金金（（寄寄付付））！！のの違違いいははああるるににせせよよ、、
使使途途（（PPRROOCCEESSSS））とと得得らられれるる価価値値（（OOUUTTPPUUTT））をを理理解解すするるとと、、
ロローータタリリーー財財団団へへのの理理解解、、基基金金（（寄寄付付））へへのの関関心心もも

高高ままるるののででははなないいででししよよううかか。。

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

■例会「ロータリー財団を理解しよう！ クラブの進化・深化・新化に向けて」

担当：職業奉仕委員会
講師：地区財団資金推進委員会 副委員長　松下　力様
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RRIIDD22778800はは、、会会員員一一人人220000＄＄のの年年次次基基金金をを目目標標にに掲掲げげてていいまますすけけれれどど、、
目目的的はは、、上上記記①①～～③③のの実実現現だだとと我我々々はは思思いいまますす。。。。。。

4

即即ちち、、年年次次基基金金、、恒恒久久基基金金のの寄寄付付にによよりり、、
ククララブブととロローータタリリアアンンににももたたららすす影影響響、、効効果果をを整整理理すするるとと以以下下のの様様ににななるるとと考考ええらられれまますす。。

年年次次基基金金のの寄寄付付にによよりり、、
ククララブブはは価価値値ああるる奉奉仕仕ププロロジジェェククトトににチチャャレレンンジジ
すするる機機会会をを得得らられれるる！！

そそのの①①：： 機機会会のの
獲獲得得

ククララブブはは価価値値ああるる奉奉仕仕ププロロジジェェククトトをを通通じじてて、、
ククララブブのの存存在在意意義義をを実実感感しし、、ロローータタリリアアンンととししててのの
誇誇りりをを高高めめらられれるる！！

そそのの②②：：
自自信信とと誇誇りり

そそのの結結果果、、我我々々はは
おお金金でではは買買ええなないい心心のの豊豊かかささをを得得るる事事ががででききるる！！

そそのの③③：： 精精神神的的
満満足足

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

■達成率・・・会員一人200＄に対する達成率

クラブ G
100%
以上 80-100% 50-80%

50%
未満

年次
寄付額 平均 達成率

2020-21
年度

2021-22
年度

1 ｱｰｶｽ湘南 3 5回 - - - 26,697 685 342.3%

2 秦野名水 7 5回 - - - 48,806 394 196.8% ●

3 茅ヶ崎 4 5回 - - - 63,192 295 147.6% ●

4 横須賀 1 5回 - - - 164,672 279 139.6% ●

5 藤沢北西 3 5回 - - - 16,909 220 109.8%

6 ふじさわ湘南 3 4回 1回 - - 61,009 359 179.4%

7 茅ヶ崎湘南 4 4回 1回 - - 54,024 231 115.4%

8 葉山 2 4回 1回 - - 25,210 210 105.0% ●

9 平塚 8 4回 1回 - - 63,355 208 103.9%

10 横須賀北 1 4回 1回 - - 23,120 199 99.7%

11 横須賀西 1 4回 1回 - - 14,285 193 96.5%

12 平塚西 8 4回 - 1回 - 59,384 407 203.4%

13 大磯 8 4回 - 1回 - 14,554 192 95.8%

14 逗子 2 3回 2回 - - 51,164 215 107.5% ●

15 綾瀬 6 3回 2回 - - 34,596 195 97.7%

16 湯河原 8 3回 2回 - - 23,594 195 97.5%

17 津久井中央 5-A 3回 1回 1回 - 26,819 298 149.0%

18 相模原 5-A 3回 - 2回 - 82,426 244 121.9%

19 藤沢南 3 3回 - 2回 - 34,204 182 91.0%

20 相模原かめりあ 5-B 3回 - - 1回 22,004 206 102.8% ●

寄付（会員一人200＄）達成率 直近5年 計
地区補助金を

活用した奉仕プロジェクト

6

年年次次基基金金（（寄寄付付））のの達達成成率率がが高高いいククララブブはは？？

自自分分達達ののククララブブととのの違違いいはは？？

直直近近55年年、、会会員員一一人人当当たたりり220000＄＄のの年年次次基基金金寄寄付付をを33回回以以上上達達成成ししてていいるるククララブブはは、、
毎毎年年、、高高いい達達成成率率をを継継続続ししてていいるる常常連連ククララブブでですす。。 ・・・・・・＜＜下下記記参参照照＞＞
一一方方、、会会員員一一人人当当たたりり220000＄＄のの年年次次基基金金寄寄付付、、5500%%未未満満ののククララブブのの顔顔触触れれもも常常連連化化・・・・・・!!??

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

毎毎年年、、高高いい達達成成率率をを維維持持

55年年連連続続、、
達達成成率率110000%%をを継継続続

毎毎年年、、高高いい達達成成率率でで年年次次基基金金のの寄寄付付をを継継続続ししてていいるる常常連連ククララブブのの特特長長ととはは何何かか・・・・・・
我我々々はは特特長長ととししてて以以下下にに掲掲げげるる仮仮説説をを立立ててててみみままししたた。。

8

年年次次基基金金（（寄寄付付））にに対対すするる議議論論がが、、
例例会会、、理理事事会会等等をを通通じじてて頻頻繁繁にに行行わわれれてていいるる
ククララブブ！！

そそのの①①：： ククララブブのの
風風土土

毎毎年年、、年年次次基基金金がが寄寄付付さされれるる仕仕組組みみ、、仕仕掛掛けけがが
確確立立さされれてていいるるククララブブ！！
例例11））会会費費よよりり自自動動引引きき落落ととしし
例例22））奉奉仕仕ププロロジジェェククトト実実行行年年度度のの寄寄付付のの増増額額 等等々々

そそのの②②：：
寄寄付付のの
仕仕組組みみ

様様々々なな奉奉仕仕ププロロジジェェククトトのの企企画画、、実実践践にに積積極極的的にに
行行動動すするるククララブブ！！

そそのの③③：： 奉奉仕仕
ププロロジジェェククトト

ククララブブ内内にに、、毎毎年年、、年年次次基基金金のの大大口口寄寄付付ををししてて
下下ささるるロローータタリリアアンンがが存存在在すするるククララブブ！！

そそのの④④：： 鑑鑑のの存存在在

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

年年次次基基金金（（寄寄付付））のの改改善善にに向向けけたた取取りり組組みみ

ここれれらら全全ててがが兼兼ねね備備わわるるののはは大大変変ななここととだだとと思思いいまますす。。
ししかかししククララブブのの中中でで、、ややれれるる事事ももききっっととああるる筈筈でですす。。

■達成率・・・会員一人200＄に対する達成率

達成率 クラブ
年次基金
寄付額

クラブ
年次基金
寄付額

クラブ
年次基金
寄付額

クラブ
年次基金
寄付額

クラブ
年次基金
寄付額

100%以上 18 $178,347 21 $185,061 24 $240,714 22 $205,793 24 $237,397

80%以上100%未満 20 $144,978 18 $110,041 16 $97,078 16 $95,642 14 $76,625

50%以上  80%未満 24 $109,149 21 $107,215 18 $79,443 21 $83,266 16 $72,984

50%未満 4 $3,891 7 $19,405 9 $16,790 8 $22,306 11 $29,483

66 $436,365 67 $421,722 67 $434,025 67 $407,007 65 $416,489

地区補助金
申請クラブ

決定クラブ

奉仕プロジェクト
実践クラブ

地区補助の支給額

久保田年度 田島透年度
2017-2018年 2018-2019年 2019-2020年 2020-2021年 2021-2022年

大谷年度 脇年度 杉岡年度

29クラブ 10クラブ

$59,596.00 $23,150.00

34クラブ 14クラブ

21クラブ 7クラブ

年年次次基基金金寄寄付付額額とと

ククララブブ奉奉仕仕ププロロジジェェククトトへへのの地地区区補補助助金金支支給給額額

5

RRIIDD22778800内内のの年年次次基基金金のの寄寄付付状状況況をを知知りり、、
自自分分達達ののククララブブのの基基金金（（寄寄付付））にに対対すするる地地区区内内ポポジジシショョンンをを把把握握ししてておおくく事事もも重重要要でですす。。

3年前の年次基金の50%が、３年後の地区補助金、グローバル補助金の原資となり、
各クラブの様々な奉仕プロジェクト資金として利用される！

毎毎年年、、約約5588%%ののククララブブがが
8800%%以以上上のの達達成成率率！！

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料
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地地区区補補助助金金のの支支給給額額（（22002200--22002211年年度度・・22002211--22002222年年度度））
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地地区区補補助助金金をを活活用用ししたた奉奉仕仕ププロロジジェェククトト

22002200--22002222年年のの22年年間間、、
2277ククララブブがが

地地区区補補助助金金をを活活用用ししてて
2288のの奉奉仕仕ププロロジジェェククトトをを実実践践！！

地地区区補補助助金金をを活活用用ししたた奉奉仕仕ププロロジジェェククトトのの実実践践はは、、全全ててののククララブブにに機機会会ががあありりまますす。。
一一方方、、地地区区補補助助金金をを活活用用ししななががらら、、基基金金（（寄寄付付））へへのの理理解解がが不不十十分分ななククララブブががああるるののもも現現実実でですす。。

2277ククララブブのの内内、、1188ののククララブブがが、、
地地区区補補助助金金のの活活用用年年度度、、

年年次次基基金金寄寄付付8800%%以以上上のの達達成成率率！！

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

本本日日のの卓卓話話をを総総括括すするるとと・・・・・・

9

2022-2023年度、RID2780-地区・財団資金推進委員会＿卓話資料

 年年次次基基金金（（寄寄付付））にに関関ししててはは、、
其其々々ののククララブブのの事事情情やや、、ククララブブをを構構成成すするる其其々々ののロローータタリリアアンンのの事事情情
ももああるるこことととと思思いいまますす。。

 ししかかしし、、22002222--2233年年度度、、
佐佐藤藤祐祐一一郎郎ガガババナナーーがが掲掲げげたた地地区区のの方方針針はは、、
CCOOVVIIDD--1199  にによよっってて足足踏踏みみししたた活活動動をを取取りり戻戻すす年年ににすするるこことと！！

 そそししてて年年次次基基金金（（寄寄付付））はは、、
全全ててののロローータタリリアアンンのの使使命命とと誇誇りりにによよりり成成りり立立っってていいるるここととをを
是是非非、、ごご理理解解下下ささいい。。

＊＊ロローータタリリーー財財団団ににつついいてて、、ククララブブのの中中でで話話しし合合っってて下下ささいい！！
＊＊年年次次基基金金（（寄寄付付））のの必必要要性性ににつついいてて、、何何かかをを感感じじてて下下ささいい！！

 本本日日のの卓卓話話ををキキッッカカケケにに、、

私私達達はは、、旅旅人人をを 暖暖かかいい陽陽 でで照照ららすす太太陽陽でですす！！
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■ソングリーダー

■委員会報告

■ SAA

■スマイル発表

■四つのテスト

佐藤拓也君

春日清則君

高畑幸夫君

山口昌興君

臼井欽一君

■出席報告　＜会員 41 名、出席対象 40 名＞

10 月 7 日例会　　出席 35 名　　欠席 9 名　　出席率 87.50％
事前メイク：
石井　卓君（地区）
井上良一君（10月5日／神奈川県野球）

岸野義人君（10月5日／神奈川県野）
北村正敏君（10月6日／本厚木RC）
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