
 

  

 

 

 

 

 
 

早くも１１月に入りました。神無月

から霜月になりますと全然気温が違い

ます。我が家の１００年経過している

柿の木が今年もたくさん柿の実をなら

せました。大箱で７杯は取れました。

従業員や近所の人に配りました、以前

はどの家にも柿の木はありました。イ

チジクや栗の木など林もたくさんあり

ました。地球温暖化の防止策として樹

木の保存と有効利用を考えていく。 

今人口がマンションや東京の有明地区のほうに増えています。運動会や

発表会などは家族で入場できなくて大変だそうですが、岩槻小学校では今

年の新入生は３０人ということだそうです。柏崎小学校なども28人とか聞

いています。となりの見沼区の春岡小学校は150人入りました。地域で集

中することが多くなっています。また市内などは空き家が目立ち始めてい

ます。 

 結婚も男性は給料の安い人は結婚しない。女性は高い給料の人が結婚し

ない。また母子家庭には手当があるが、父子家庭には手当がない、子供は

２人に１人が貧困である、世界の貧しい国も、富める国も貧富の格差が広

がってきているのをよく報道で聞きます世界の方向性でしょうか。資本主

義の限界とも言われていますが、今回配偶者控除をやめて、夫婦控除とし

て名目を変える案が提案されたが、しかし延期されました。年収103万円

以下なら夫の所得から38万円を差し引いた額で所得税を払う仕組みであ

る。 

10月から社会保険制度の見直しで501人以上従業員のいるところの条件

で130万円が夫の扶養範囲だった壁が下げられ106万円の壁に変更になっ

た。週20時間・雇用１年以上・賃金が88,000円（年収106万円）・学生で

はないという条件で健康保険に加入する必要がある、対象者は25万人に上

る、働き方も変化が起きそうです。配偶者控除があるのは日本だけだそう

です。 

ちなみに最近のアルバイトの時給は、外食・サービス系・956円 

ファーストフード・940円、ホテル、フロント系1,018円、ファミリーレス

トランのサイゼリアは毎年３億円の増額をしているそうです 

 10月31日はハロウィーンの日だそうで、川崎・渋谷・大宮東口駅前など

仮想した人でいっぱいです。何だか判らないのですが、ノリノリのヤング

がたくさんです。 

 アメリカ大統領も混とんとしています。 

   

 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1735例会 11月5日(土) 
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第17例会 2016年11月22日発行 

第17例会 11月1日(火)1734号 
会 場 市民会館いわつき 401  
点 鐘 12:30 

テーマ グローバル補助金セミナー報告 
丹野寿明国際奉仕委員長 

担 当 ロータリー財団委員会 

会   場 養護施設いわつき 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 補助金事業  

担   当 地域社会奉仕委員会 

斉   唱 ロータリーソング 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

会 長 挨 拶 阿津澤 清会長  

幹 事 報 告 藤 堂 昇幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会  

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

次回例会案内 
第1736例会 11月13日(日) 

会   場 越谷コミュニティー 

  センター 

例会テーマ 地区大会例会 

担   当 会長・幹事 
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1. 地区より「ライラ

研修セミナーの案

内」がメールにて

届きました。 パ

ンフレットが出来

上がり次第、送っ

てくるそうです。  

 回覧します。 

 ・日時 2017年4月15日(土)16日(日)17日(月) 2

泊3日 

 ・場所 鹿児島県 知覧 詳細は事務局まで 

2. 第2570地区より「世界遺産登録推進事業キャラバ

ン」のお願いが届いています。 

3. ロータリーの友11月号が届きました。    

 レターケースに入れてあります。 

4. 腎・アイバンクより「彩の国 目の祭典2016」の

お 礼 状 と パ ン フ レ ッ ト が 届 き ま し た。                

レターケースに入れてあります。 

5. 「手をつなぐ育成会」より会報が届きました。     

回覧します。 

6. 大宮北東ロータリークラブより週報が届きまし

た。   回覧します。 

7. 地区より「米山記念奨学生カウンセラー研修会」

の案内が菊池会員に届きました。 

8. 第 4Gガバナー補佐より「第 2回 IM実行委員会」

11/18(金)と第7回会長・幹事会の案内が届きまし

た。          

 関係者にはご連絡済です。 

9. 今晩、午後6時30分より「第６回役員・理事会」が

便利屋にて行われます。 

 

 
 

◆奥津雅史親睦委員長 

未だ、理事会が通っ

ていませんが、11月27

日(日)28日(月)の2日

間で、東北復興支援旅

行という事で「家族同

伴親睦旅行」を開催い

たしますので、早めに

ご予定に入れていただきたいと思います。詳しくは今

夜の理事会を経てから皆様にFAXさせていただきます

ので、大勢の会員皆様のご参加を宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆丹野寿明国際奉仕委員長 

グローバル補助金 

 過日、地区のグローバル補助金セミナーに青山会員

と一緒に出席して参

りました。その時の

内容などを織り込ん

でご報告させていた

だ き た い と 思 い ま

す。 
 

６つの重点分野 

平和と紛争予防／紛争解決 

疾病予防と治療 

水と衛生 

母子の健康 

基本的教育と識字率向上 

経済と地域社会の発展 
 

事業をするときの、基本的な条件 

 ・持続継続性 

 ・効果の測定 
 

グローバル補助金で行う事ができるプロジェクトの種類 

 ・人道的プロジェクト 

 ・奨学金 

 ・職業研修（VTT） 
 

パートナーシップ 

・実施国提唱者：プロジェクトが実施される現地、

または近隣地域にあるクラブ／地区 

・援助国提唱者：プロジェクト実施国外にあるクラ

ブ／地区 

 

本日のテーマ セミナー報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

幹事報告 青山いづみ副幹事 

阿津澤会長よりジョルダン君へ11月分の米

山奨学金を授与いたしました。 

ジョルダン君‥何時も岩槻東ロータリークラ

ブの皆さんには感謝しておりますとコメントが

ありました。 
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グローバル補助金で使う資金は、次のような流れで確保されます。 

 

今年度の2770地区の年次寄付が 5,200万円とした場合 

 

 ＷＦ  (国際財団活動資金) 2,600万円 

寄付の3年後 

 ＤＤＦ (地区財団活動資金) 2,600万円 

 

 ① 地区補助金(ＤＤＦの最大50％)(最大1,300万円) 

ＤＤＦ(地区財団活動資金)(2,600万円) 

  ② グローバル補助金(1,300万円) 

 

赤字で記した部分が、地区やクラブがグローバル補助金として使える資金です。 

そして、このグローバル補助金を使うことによって、ＷＦから同額が提供されます。 

 

上記のように、2770地区の過去数年の平均的な寄付金における場合を例にすると、地区のＤＤＦ(地区財団活動

資金)の中の、グローバル資金として地区が確保した1,300万円を使うことで、ＷＦ(国際財団活動資金)から同額

が提供され、現金拠出に対しましては、その現金の半分(50％)がＷＦから提供されます。 
 

その例を、以下で確認してください。 
 

5万ドルのプロジェクトを計画した場合のグローバル補助金の資金調達例 

 

  地区とクラブからの支出       ＷＦからの支給 

2770地区のＤＤＦから 15,000ドル ＷＦから 15,000ドル 

実施国側のＤＤＦから   7,000ドル ＷＦから   7,000ドル 

2770地区内クラブから  3,000ドル ＷＦから   1,500ドル 

実施国側のＤＤＦから   1,000ドル ＷＦから    500ドル 

   計          26,000ドル      計       24,000ドル 

 

以上のような調達方法によって、5万ドルのプロジェクトを行う事ができます。  

 

 

 
 

■ 遠藤 光治会員 お誕生･ご結婚 

■ 豊住 昇二会員 お誕生祝い 

■ 末次 哲朗会員   〃 

■ 奥津 雅史会員   〃 

■ 杉田 政男会員 ご結婚記念 

■ 高橋勝次郎会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ご結婚・お誕生祝い  

今月ご結婚月、誕生月の皆様、おめでとうござい

ます。何時までもお元気でご活躍下さいますようご

祈念申し上げます。 
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阿津澤 清  丹野さん宜しくお願いします。 

清水 常三  丹野様、グローバル補助金のご説明ご

苦労様です。 

丹野 寿明  寒くなりました。皆様、ご自愛くださ

い。 

宮本 和寿  早いですね。今年もあと２か月。阿津

澤年度もあと８か月です。仕事に遊び

に頑張ろう。 

関根 隆光  霜月に入り、寒さが増してくると思い

ますが、元気に頑張りましょう。 

青山いづみ  中里さんから戴いた２か月ごとのカレ

ンダーをめくりましたら、きれいな雪

景色でした。初冬ですネ。 

菊池 和彦  丹野国際奉仕委員長、本日の卓話ご苦

労様です。 

奥津 雅史  又、ひとつ大人になりました！皆様有

難うございます。 

杉田 政男  一雨毎に小寒くなりました。インフル

エンザの予防注射をしました。 

斉藤 公司  丹野さん、卓話楽しみです。 

豊住 昇二  誕生祝いが２０日も早いです。 

小宮  勇  11月に入り、時間の速さを感じます。 

遠藤 光治  お寒うございます。 

田中 徹夫   加藤 和正   萩原 秀咲 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2016～’17年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   阿津澤 清 

例 会 場  さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  藤堂  昇 

クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 裕次 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ガバナー公式訪問 

(Governor’s Official Visit) 

ガバナーの公式訪問はガバナー自信が地区内の各

ＲＣを以下のような目的をもって訪問するものと定

義されている。 

●重要なロータリーの問題に主眼を置き関心を持た

せる。 

●あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う。 

●ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加さ

せる。 

●地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績

を表彰する。 

 ガバナーの公式訪問は、加盟認証状伝達式、入会

式、新会員のオリエンテーション・プログラム、

表彰式、特別プログラム、ロータリー財団行事あ

るいは都市連合会など、ガバナー出席の効果が最

も上がるような時に行うものとする。他クラブ合

同、あるいは都市連合会会合(ＩＭ)に於いては、

ホスト・クラブのみに限らず、全参加クラブを 

 挙げての出席を強調すべきである。 

ニコニコBOX金額報告  

11/1合計 ３０，０００円 

今年度累計 ５１８，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/1免除
2名 

28 
(3) 

17 
(3) 8 1 72.00% 

10/18修正 

免除2名 
28 
(2) 

21 
(2) 7 3 92.30% 

此の処３階の定例

会場の抽選が外れ

てしまいます。 ４階

401号室にての例

会風景です。写真

右はｽﾏｲﾙ・出席報

告の萩原会員 


