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「ロータリー財団の補助金について」
堀部哲夫会員・酒井泉会員・長尾一郎会員
◆開会点鐘
◆会長挨拶
だんだん朝夕の冷え込みが強
まってきました。コロナ対策は
勿論の事ですが、インフルエン
ザが流行する季節にもなります
ので、十分に御自愛下さい。55
周年記念事業におけるデジタル
サイネージのコンテンツの地域
別の情報収集につきましては、
当初 12 月中旬迄を予定していましたが、早目に
終了できるようです。休みを返上して活動してい
ただきありがとうございました。この 55 周年記
念事業では、地区財団委員長の堀部さんに御指導
を頂き、補助金が MAX の＄10,000 で申請が通りま
した。有意義に使わせて頂きます。今日は補助金
について、堀部さん・酒井さん・長尾さんに話し
て頂きます。宜しくお願い致します。
さて、来週 11 月 23 日（火）は「勤労感謝の日」
で、例会は休会となります。この「勤労感謝の日」
は、もともとは「新嘗祭」という祭祀に由来して
います。天皇陛下がその年に獲れた穀物を神々に
捧げ、収穫を感謝する宮中の儀式が行われる日を
「新嘗祭」
と言います。
また先月 10 月 17 日には、

「神嘗祭」という天皇陛下が新穀を伊勢神宮で神
（天照大御神）に奉納する祭祀が行われていまし
た。現在では、11 月 23 日は「勤労感謝の日」、10
月 17 日は「貯蓄の日」になりました。そして、収
穫を祝うだけでなく、勤労に重きをおく祭日とし
て各地で行事が行われます。因みに、関商工会議
所では毎年【関市商工業永年勤続優良従業員表彰】
を勤続 10 年・20 年・30 年・35 年・40 年・45 年
及び 50 年の 7 つの部門に分けて表彰を行い、賞
状と記念品が渡されます。弊社でも毎年対象従業
員には、功労金を渡しています。政府発表のデー
タをみてみますと、日本人男性の平均勤続年数は
13.3 年で、諸外国と比較すると、イタリア 12.5
年、フランス 11.3 年、ドイツ 11.0 年、アメリカ
に至っては 4.3 年で、日本は先進諸国に比べると
勤続年数は 1 番長い状況にあります。しかし、我
が国でも近年は、コロナ禍の影響もあり若年層を
中心に転職率が上昇傾向にあり、最近では 3 年・
5 年で勤続表彰を行う企業も少なくないとのこと
です。俗に「三日三月三年」とういう言葉があり
ます。三日勤めれば、この仕事をものにするため
に三月は必要だとわかる。三月勤めれば、三年や
ってみなければ神髄は掴めないとわかるという
意味です。勤めてすぐに気に入らないと辞めてし
まうことは、自分の能力開発の入口すらまだ開い
ていないということです。他に物事が身に付くま
での例えとして「桃栗三年柿八年、柚子は九年で
花盛り、梅は酸いとて十三年」があります。なん
でも一人前になるには苦労もあり、年月もかかる
ということです。
「仕事は自分がしている」のでは
なく、いろいろな縁の中で自分がさせて頂いてい
ます。自分ではなく他の人でもよかった仕事を巡
り合わせの中で自分がさせてもらっています。こ
の仕事をさせて頂いている事に感謝し、もっと自
分を磨き高める努力をすることがとても大事な

ことではないでしょうか。
「どんな仕事でも、それ
に徹すれば、その仕事を中心に無限と言っていい
ほどの世界が広がっていく」松下幸之助の言葉で
す。
◆委員会報告
◎出席委員会 委員長 秋栃達也会員
会員 48 名中 出席 20 名 出席率 41.67％
◎ニコボックス委員会 委員長 酒向德享会員
会長・副会長・幹事の皆さん･･･財団奨学生 川
崎詩歩さんがドイツの大学でがんばっておられ
る様子が届きました。本日は国際奉仕委員会の臼
田委員長に近況報告をしていただきます。よろし
くお願いします。IGM の報告について林昇さん、
本日は楽しく役立つ IGM の報告を楽しみにしてお
ります。ロータリー財団地区補助金についての発
表を酒井泉さん堀部哲夫さん長尾一郎さんよろ
しくお願いいたします。三役からのお願いと感謝、
12 月 11 日予定の年末家族会に皆様方の多数のご
参加をよろしくお願いいたします。またビンゴ景
品のご協力にもお願いと感謝を申し上げます。
酒井泉会員･･･本日、卓話をさせていただきま
す。久しぶりで、声も気も小さいし、マスク越し
ですのでうまく伝わるように頑張ります。
林隆一会員・東谷好司会員・福田春彦会員・粟倉
晋吾・古田貴巳会員・酒向德享会員・三輪雄彦会
員・山田一成・秋栃達也会員･･･言葉ではよく聞く
財団補助金ですけど、いまひとつ理解できていな
いことが多いです。そこで堀部さん、酒井さん、
長尾さんのスピーチを聞いて理解を深め学ばせ
ていただきたいと思います。
藤井淳会員･･･バースデーカードをいただきあ
りがとうございました。
林昇会員･･･先日、長良川球技メドウにおきま
して関商工対岐阜工業のラグビー全国大会進出
決勝大会が行われました。関商工が接戦ではあり
ましたが 4 連覇を達成し花園の全国大会に出場し
ます。息子、真吾はサブメンバーではありますが
出場予定です。今後ともご支援ご声援よろしくお
願いします。（3P）
◆「ロータリー財団の補助金について」
ロータリー財団委員長 酒井泉会員
本日卓話の担当者となって
おりましたが、先日 10 月 17
日(日)にロータリー財団のオ
ンラインセミナーを受けまし
たので、その報告と、ロータ
リー財団の補助金 (主に地区
補助金について)理解不足説
明の力量不足ではありますが、
精一杯お話しさせて頂きます。
①ロータリー財団のオンラインセミナーの報告

10 月 17 日 13 時点鐘でスタート、R 財団部門委員
長の堀部哲夫さんの挨拶と、特別出席者・委員会
の紹介があり、浦田ガバナー、田山カウンセラー
の挨拶の後、堀部さんの財団の概要説明ののち
13：25～14：50 まで、
「参加資格規定・覚書(MOU)
について」
「財務管理に関して」
「補助金概要と地
区補助金の説明」
「グローバル補助金・ＶＴＴの説
明」
「奨学金・学友」と 6 人の各委員長さんが説を
されました。
※MOU とは（Memorandum Of Understanding）の
略で、補助金を申請をしたり、奨学生の支援を
申請する為に必要なクラブの参加認定資格：覚
書の事。その提出期限は、毎年 11 月 30 日とな
っております
※VTT とは（Vocational Training Team）の略で
グローバル補助金を使って、専門職業人のグルー
プが海外に赴き、スキルや知識を学んだり逆に現
地の専門職業人に提供するものです
10 分の休憩ののち 15:00～16：00 まで 研修セミ
ナーに入りました。セミナーは国際ロータリーカ
ード第２地域コーディネーター（関 博子）様の
『ロータリーカードの推進』のご講演がありまし
た。その内容は後程お話しさせていただきます。
16:00～「ポリオに関しての説明」「資金の推進」
についてお話があり、辻 研修リーダー所感、高橋
ガバナーエレクトの講評があり 16：30 に 堀部 財
団部門委員長の点鐘で終了しました。
②地区補助金について
※地区補助金もグローバル補助金も受けるため
の財源は年次寄付金 EREY(Every Rotarian Every
Year)「毎年１５０ドルを」をする事が必ず必要で
ある。EREY が０のクラブは補助金が受けられない。
※３間運用された後、全額地区で使用できる補助
金の財源となるため３年前の EREY の値によって
補助金の支給額が決定され、EREY が高いほど
支給額は有利になる。
※来年度２０２２－２３年度の実施事業のため
の補助金を調べるには３年前 2019-20 年度の
EREY 値を調べなければならない
※A クラブ（EREY100 未満）ドル
クラブ拠出金×EREY 値/100＝財団補助金
（上限 2.000＄）
※Ｂクラブ（EREY100 以上 150 未満）
クラブ拠出金×EREY 値/100＝財団補助金
（上限 5.000＄）
※C クラブ（EREY150 以上 200 未満）
クラブ拠出金×EREY 値/100×1.5 ＝財団補助金
（上限 10.000＄）
※D クラブ（EREY200 以上）
クラブ拠出金×EREY 値/100×2.0＝財団補助金
（上限 12.000＄）

以上のような区分があり EREY が高いほど有利と
なる。今後、事業計画をするときに総事業費から
クラブの拠出金を算出するのに参考にしてくだ
さい。
総事業経費＝クラブ拠出金＋地区補助金
＝クラブ拠出金＋クラブ拠出金×EREY
「1.5（150 ドル / 100）
」
※クラブ拠出金をＸとすると
総事業経費＝Ｘ＋ 1.5Ｘ＝ 2.5Ｘ
Ｘ＝総事業経費 ÷ 2.5
つまり総事業費が 100 万とすると
クラブ拠出金 X は 100 万÷2.5＝40 万となり
地区補助金は 60 万となる
但し、地区補助金は上限 10,000 ドルである。つ
まり、ハイリスクハイリターンであることを財団
が説明している。
ここで過去の我が関ロータリークラブが受け
た補助金事業を事務局さんにより一覧表にして
もらいました。
地区補助金事業
年度

事 業 名

補助金

クラブ拠出金

総事業費

会長名

2007 高木守道杯関市中学校軟式野球リーグ戦

150,800

96,840

247,640 伊佐地

2011 ラオス支援事業

300,000

562,331

862,331 長 尾

2013 津保川環境保全事業（桜植樹）

194,594

324,882

519,476 酒 井

2014 津保川長良川水系の環境保全（鮎放流）

171,666

330,854

502,520 高 井

2015 タグラグビー普及事業

491,908

524,792 1,016,700 藤 井

2016 安桜山遊歩道整備事業

510,000

2,021,520 2,531,520 今 峰

2017 安桜山案内看板設置

357,975

210,278

568,253 後 藤

2017 財団奨学生 粥川恵理子さん（オーストリア）

2,131,200

ホタルが住める河川の環境づくりとホタルの
生態についての勉強会（看板設置）

220,880

126,305

347,185 加藤(浩)

2020 関ロータリークラブ旗争奪関市中学生野球大会

518,385

295,951

814,336 木 村

関市事故・自然災害防災並び避難マップ動画の
2021
作成と放映（デジタルサイネージ）

1,016,459

1,149,441 2,165,900 加藤(照)

2021 財団奨学生 川崎詩歩さん（ドイツ）

2,200,000

52,000 2,252,000 加藤(照)

2018

合

計

8,263,867

111,864 2,243,064 後 藤

5,807,058

14,070,925

まとめとして 地区補助金は『市民の声を聞き、
地域のニーズを感じてほしい』が大前提で・人道
的プロジェクト、奉仕プロジェクト、奨学金（地
元、海外問わず）
・ロータリーに対する地域のニー
ズを掘り起こす事業・
「財団の使命」に関している
事業、以上に合致する事業を選択することが不可
欠である。対象外となる事業は・〇〇周年事業（地
域ニーズにこたえるための事業？）
・継続事業（新
しいニーズの掘り起こしになっているか？）
・寄付行為や単なる物品の寄贈（ロータリアン
が主体的に活動する事業に なっているか？
例会や贈呈式だけでは✕）つまり、これからクラ
ブの中核を担うメンバーには、自分が財団の補助

金を受けられるような、そして地域のためになる、
喜ばれる事業を今日今から周りに目と耳と気を
配り、見出すことを心掛けて欲しいと思います。
補助金の申請期限は例年１２月１日から次年１
月３１日となっています。会長ノミニーや会長エ
レクトはすでに構想はあると思いますが、早急に
行動して下さい。
③ロータリーカードの推進について
マスターカード個人 マスターカード ダイナ
ーズカードがあり、マスターカードの個人には年
会費無料のスタンダードと年会費 10,000 円のゴ
ールドカードがある。スタンダードは利用額の０．
３０％が、ゴールドはさらに年会費の３０００円
がポリオ根絶支援資金に寄付される。法人カード
は０.５０％と１５００円が寄
付される。使うだけでポリオに
寄付されるので、ぜひカードを
作ってほしいとの講演でした。
④ 現在進行中のグローバル補
助金について
奉仕プロ
ジェクト部門委員会の社会奉
仕委員会の 長尾一郎さんか
らお話をしていただきます。
⑤ 最後にロータリー財団の
事なら、堀部さんに聞けとい
うわけで ロータリー財団部
門委員長に締めて頂きます。
◆IGM の報告
報告者：林昇会員
日時：11 月 15 日（月）18：30
場所：割烹 かも
ホスト：臼田龍司 リーダー：長尾一郎
R情報：加藤浩二 義務出席者：林昇・宮本卓比郎
◆11 月のゴルフ会
日時：11 月 17 日（水）7：38
場所：美濃関カントリークラブ
優勝：塚原清文会員
◆幹事報告
◎例会終了後「理事、役員会」
開催
次例会のご案内
12 月 7 日(火) 12：30
「関青年会議所について」
関青年会議所 理事長 田中雄貴様

