
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 4年 1月 6日発行 NO.2326 第 2479回例会 会長 土屋 俊夫 幹事 安藤 卓造 クラブ広報委員長 伊藤 元雄 

会長挨拶 

 

 点   鐘   会 長  土屋俊夫 

 ソ ン グ   「我らの生業」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  土屋俊夫 

 幹 事 報 告   幹 事  安藤卓造 

 プログラム 

  本日のお客様 

   国際ロータリー第 2790地区 

   地区補助金プロジェクト委員会 

        委員長 堀内正人様 

（木更津東ロータリークラブ） 

  卓話  堀内正人様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区補助金プロジェクト委員会 委員長堀内正人様

当クラブへお越しいただきありがとうございます。 

前期の事業は今日が最終です。ご協力ありがとうご

ざいました。昨日は冬至でしたが、皆様は柚子風呂

に入りカボチャを食べましたか？冬至について触れ

てみます。昼間の長さ（日の出から日の入りまで）

が最も短い日です。日の出の時刻が一番遅く、日の

入り時刻が一番早い日が冬至になると考えてしまい

ますが間違いです。冬至の 12月 22日の銚子での日

の出時刻は 6時 41分 55秒、日の入りは 16時 28分

7 秒です。日の出の時刻が一番遅くなるのは来年 1

月 7日 8日の 6時 45分 58秒、日の入りが一番早い

のは 12月 5日 6日の 16時 23分 46秒です。二四節

気では冬至その日を含めて令和 4年 1月 4日（火）

までが冬至の期間となります。1 月 5 日より小寒と

なります。暦の上では冬の真ん中ですが、本格的な

冬の寒さは冬至のころから始まりますので、寒さ対

策は十分にしましょう。風邪を引いてコロナを疑わ

れないよう注意しましょう。 

○会務報告 

至急案件として 

12 月 22 日付けで小倉純夫ガバナーエレクトより地

区委員推薦と承認のお願いが届きました。内容は冨

一美会員の次年度「奨学生・学友委員会委員」の就

任依頼です。提出期日は 12月 27日（月）までです。 

12 月 17 日の茂原中央ロータリークラブ主催の会長

幹事会に安藤幹事と出席してきました。 

①会長幹事会の在り方についての議事は各クラブの

意見の報告がありました。討議は次回 1 月 21 日

（金）開催の会長幹事会が有りますが、次年度ガ

バナー補佐予定の大原 RC 平野会員が出席し討議

となりました。それを踏まえて当クラブでもクラ

ブ協議会を開催して会員の意見を聞きたいと考

えております。 

②2022 年 3 月 11 日に第 5，6．7 グループ合同での

会員基盤向上セミナーが予定されています。場所

はブルーベリーヒルズ勝浦で 15：00～17：00まで

です。詳しい内容は後程連絡が入ると思います。 

③鵜沢和弘 GN（地区グループ再編会議議長）よりの

報告では 10月 14日会議によりグループ構成は変

更しないとの結論がでたようです。2022年 5月ま

でには 2023～204年度のガバナー補佐の選出方法

を決定するとのことです。以上です。 

例会報告（令和３年１２月２３日） 



 

 

卓話 

幹事報告  

○例会のお知らせ 

・茂原中央ＲＣ 

・八日市場ＲＣ 

・多古ＲＣ 

○会報受領クラブ 

・多古ＲＣ・小見川ＲＣ 

・旭ＲＣ・茂原中央ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・年末年始休業のご案内 

・佐倉中央ＲＣ事務局員交代のお知らせ 

・国際ロータリー第 2790地区 2021-22年度 

 3委員会合同セミナー開催のご報告と御礼 

・国際ロータリー第 2790地区[RLI十周年の集い」

開催のご案内 

◯その他 

・君津ロータリークラブ創立 50周年記念式典のご

案内 

・ロータリー研修委員会より連載コミックのご紹介 

 ポールハリスとロータリー 

・比国育英会バギオ基金より 

 2020年度事業報告書 

 

 

地区補助金 

 プロジェクト委員会 

委員長 堀内正人様 

 

「地区補助金の 

申請について」 

 

1．加資格を得るには 

※地区補助金についての概要 

・補助金を受ける年度内に報告書提出までが完了す

る 1回限りの比較的小規模なプロジェクトが対象

です。 

・一般申請：申請上限額 30万円（同額以上のクラブ

拠出が必要です） 

・人道的国際奉仕活動：「7つの重点分野」に該当す

る人道的国際奉仕活動に対しては、申請上限額は

60万円（2021-22年度と 2022-23年度に限定） 

※シェアシステム 

・地区補助金の原資は「DDF(地区財団活動資金)」で、

これは 3年前の年次基金寄付額に依存しておりま

す。 

・3 年前の年次基金寄付額に恒久基金運用益を合算

した金額の 50%が DDFに回り、更に DDFの 50％以

下が地区補助金の活用枠になります。 

※参加資格について 

・地区補助金申請のための参加資格を得るには以下

の条件を満たす必要があります 

①MOUを地区と締結する 

②地区が主催する「補助金管理セミナー」に 1名以

上が出席する 

次回：2022年 1月 29日（土） 

 TKPガーデンシティ千葉にて 

③「地区補助金財務管理計画規定」を作成する 

・地区とクラブが対象となります（2022年 1月から

はロータアクトクラブも申請ができます） 

・インターアクトクラブ、ROTEX、RYLA 参加者や財

団奨学生・米山奨学生及び学友会が申請を希望す

る場合は管轄クラブや地区委員会は補助金管理

セミナー出席や MOU を提出する必要があります。 

2．申請～報告までのスケジュール 

・申請書受付期間：2022年 3月 1日～3月 31日 

・地区による審査期間：2022年 4月 1日～4月 17日 

・補助金交付：ロータリー財団から地区に補助金が

支給され次第 

・事業実施期間：2022年7月20日～2023年3月31日 

・報告書提出期限：事業終了後 1か月以内 

（最終期限：2023年 4月 30日） 

注）補助金が支給された全てのクラブの報告書が揃

わない限り、次年度の地区補助金申請が受理されま

せん。次年度の補助金支給時期がずれ込むことにな

りますのでご協力をお願いいたします。 

3．地区補助金の対象となる事業/ならない事業 

※地区補助金についてのルール 

・ロータリー財団の定める「地区補助金とグローバ

ル補助金 授与と受諾の条件」に合致しているこ

とが絶対条件となります 

・そのほか、地区ロータリー財団委員会の定める諸

条件と合致していることも必要です（「ロータリ

ー財団ハンドブック」） 

※「地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の

条件」で定められている主な項目 

・「ロータリー財団の使命」に関連していること 

・ロータリアンが積極的に参加する活動であること 



 

 

・実施に先立ってロータリー財団より審査され、承

認されていること 

・既に完了済み、あるいは進行中の活動や経費に補

助金は使えない（承認前に事業の開始はできない） 

※地区補助金の対象となる事業/ならない事業 

①物品の提供について 

・贈呈行為だけの事業は対象となりません。 

ロータリアンによる直接的な活動を伴う必要が

あります。 

・不特定多数の人々に利用される物が対象となりま

す。 

・史跡の標識、モニュメントの贈呈は対象になりま

せん。 

・建物の新築や改築、既存建造物の改装などは対象

となります。 

・植樹/公園遊具やベンチ等は地域社会全般に役立

つ物であれば対象となります。 

②飲食/交通費について 

◎対象となるもの 

・事業遂行に必要な、講師/出演者に提供する費用 

◎対象とならないもの 

・ロータリアンのための費用（海外への渡航調査費

用を含む） 

・事業主催者側スタッフに提供する費用 

・懇親会/親睦会/宴会の開催を目的とした費用 

③その他 

・お祭りや行事、他団体への協賛金は対象になりま

せん。 

・単なるコンサートや文化講演会への支出は対象に

なりません。 

・単なる文化的な体験学習やイベントは対象になり

ません。 

※ロータリアンの積極的な事業への関与が求められ

ます。 

・特定の受益者、団体、地域社会に対する過度の支

援は対象外となります。 

2790 地区では、「クラブが毎年継続して活動してい

るものについては、過去に申請され、承認されたも

のは、その後概ね５年間に１回申請することができ

る」としています。 

・社会的に意義のある奉仕活動であっても、財団の

使命と一致していない場合や、授与と受諾の条件

に適合しない場合は財団の補助金の対象になら

ない場合がありますので、地区補助金プロジェク

ト委員会にご確認をお願いいたします。 

4．申請書の作成と提出 

・昨年度版からの変更点 

①事業（プロジェクト）の概要に関して 400文字程

度で記載 

②プロジェクトによる「主な受益者」を選択する 

③見積書（写し）の添付 

④プロジェクトが該当する「カテゴリー」とそれに

対応する「プロジェクトの種類」を選択する 

・申請書の様式は 2790 地区ホームページ上からダ

ウンロードできるようになります。 

・申請書の様式は Excelとなります。 

・データ（Excel ファイル）をメールに添付して送

信する、原本（上記データを印刷後、署名された

もの）を郵送する、この２つの手続きが必要とな

ります。（見積書等も同様） 

・締切は 2022年 3月 31日（当日消印有効）です 

※注意事項 

・1 月に入りますと、時間があるようで実際にはあ

まり無いと思われますので、早目に計画を立てる

ことをお勧めします。 

・22年 3月 1日より、当委員会にて随時ご相談を受

け付けます。 

ご不明な点等がある場合にはぜひ、当委員会をご活

用ください。 

 

 

青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・内田裕雄君 

小林定雄君・古西弘和君・倉石昌治君・安藤卓造君 

鈴木匡哉君 

 …堀内様卓話ありがとうございました。 

本日計     9,000円 

累 計   269,006円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

12月 23日 24 17 22 77.27 

 


