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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを

■会長挨拶 合田　倫佳 会長

　3週間ぶりの例会となりました。休会はいず

れも祝日が理由でしたが、皆様いかがお過ご

しになりましたでしょうか。

　さて、会長報告をさせていただきます。

　RI第2500地区地区奨学金の第6分区ホストとして帯広ロ

ータリークラブが担当していますが、今回十勝学園の子供

さんで、北海道稚内高校看護専攻科に通われている高校生

に学園を通して50,000円お渡しいたしました。少ない金額で

はありますが、少しでもお役にたつことができればいいな

と思います。

　次も2500地区の情報ですが、先月のネパールの地震災害

に対し、奥ガバナーより義援金のご協力の依頼が来ていま

す。本日理事会にて協力を決定させていただきました。本日

より6月末まで受け付けさせていただきますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

　3件目ですが、先月末に6分区の会長幹事会が開催されま

した。その中で川田ガバナー補佐より次々年度以降の6分区

のガバナー補佐の選出方法につきましてご提案がありまし

た。提案は、市内クラブと市外クラブでグループを組み、小

さなクラブでもガバナー補佐を積極的に輩出できる、とし

た案です。帯広クラブとしての回答は今年度の理事会にご

一任いただければ幸いです。ご意見があれば私、もしくは倉

野幹事までご連絡ください。

　最後になりますが、本日新入会員としてみずほ銀行の山

上大輔支店長さんが今井さんに代わってご入会になりま

す。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

　以上、会長報告とします。ありがとうございました。

■プログラム「ロータリー財団の現状と活動について」　

 （ロータリー財団委員会）

 ロータリー財団委員会　進藤　敦史 委員長

　ロータリー財団委員会の進藤です。今日の

テーマは「ロータリー財団の現状と活動につ

いて」です。

　ロータリー財団の活動の一番は持続するという事です。

財団の目的は国際ロータリーの寄付を進めることと、税制

上の優遇を得られるような寄付の状況を作るという事、ま

た財団プログラムを支えてサービスを拡大する事が財団と
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して行われている事です。現状の寄付はアメリカが突出し

て日本・韓国・インドが同じような状況ですが、韓国が徐々

に増えている状況です。日本は会員数が右肩下がりで下が

り、インドは人口も多く会員数も増えているので実際の寄

付額が上がっている状況です。帯広クラブの状況を確認さ

せていただいたところ2010年〜2011年度で553,800円、2011年

〜2012年度で878,467円、2012年〜2013年度で737,000円、

2013年〜2014年度で637,000円の状況で推移しています。

2014年〜2015年度は（現段階での寄付状況）1,303,965円と

高額になっています。

　ポリオを撲滅の活動も皆さんの協力で行われています。

実際、財団と言うのは寄付をお願いすると言うだけになる

のですが、どのような事が行われているのかと言う事を理

解していただいて今後も皆さんからの寄付をよろしくお願

いしたく思います。

協⼒財団の目的

• 国際ロータリーのロータリー財団へ寄付増進

• 皆さまの寄付が税制上の優遇措置を得られる
ようにすること

• ロータリー財団プログラムを支え、サービス
を拡大すること

ロータリー財団への寄付の推移
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（公財）ロータリー日本財団の寄付

2012-13年度 件 数 寄 付 額

個人 83,789 1,010,443,015円

法人 1,074 70,097,880円

クラブ・地区 2,753 241,250,488円

その他 5 46,840円

合計 87,621 1,321,838,223円

出典︓ロータリー日本財団平成２４年度事業報告

2013-14年度 寄付額
（2014年5月末現在）

1,363,341,786円

ロータリーの優先事項

母子の健康 水と衛生 疾病予防と治療

平和と紛争予防
/紛争解決

基本的教育と
識字率向上

経済と地域社会
の発展

2012－13年度 寄付上位４ヶ国と寄付額の推移
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税制上の優遇措置の対象になります。

ロータリアンだけでなく、
一般の個人や、会社、法人様からのご寄付
も税制上の優遇措置の対象となります。
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

■会務報告 倉野　　賢 幹事

①帯広南RC、移動例会開催のご案内

　日　時　5月18日（月）午前11時30分

　場　所　友好の森（帯広の森内）

②�帯広北RC・帯広東RC・音更RC、3RC合同植樹祭開催のご

案内

　〜環境育成プロジェクト〜

　日　時　5月24日（日）午前10時30分

　場　所　北海道立十勝エコロジーパーク

　※尚、帯広北RC、5月22日（金）の繰下げ例会と致します。

　　　�帯広東RC、5月26日（火）の繰上げ例会と致します。

③帯広西RC、夜間例会開催のご案内

　日　時　5月28日（木）午後6時30分

　場　所　北海道ホテル

④帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内

　日　時　5月29日（金）午後6時30分

　場　所　ジグザグ

⑤帯広南RC、夜間例会開催のご案内

　〜岐阜南RC友好クラブ調印式・歓迎会〜

　日　時　5月29日（金）午後6時30分

　場　所　北海道ホテル

　※尚、5月25日（月）の繰下げ例会と致します。

■ビジター紹介

RI第2500地区米山記念奨学生　呉
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■新入会員紹介

山
やまがみ

上　大
だいすけ

輔�君紹介

推薦者：眞鍋　智紀�会員

　　　　讃岐　武史�会員

配属：親睦委員会

・新会員挨拶

　このたびは歴史と伝統のある帯広ロータリークラブへ入

会させていただきまして、ありがとうございます。光栄に思

っています。若輩者ですが若さでロータリークラブのため

に精一杯頑張っていきたく思っていますので、みなさまど

うぞよろしくお願い致します。

・新会員歓迎挨拶

　山上さんようこそ帯広ロータリークラブへ。みずほの支

店長さんは今までも活発な方が多く、山上さんも我々の仲

間としてすぐに仲良くなっていただき、ロータリークラブ

の活動を楽しんでいただきたく思います。

■委員会報 （各委員会）

・出席報告　

5月13日例会出席

　会員総数　90名（内出席免除会員6名）

　出席者　　63名（内出席免除会員3名）　

4月15例会のメークアップを含む出席者数及び出席率

　A.71名　B.84.5%　　

■本人誕生日祝

進藤　恒彦�会員　　村松　一樹�会員　　中田　隆三�会員

佐藤　睦浩�会員　　佐藤　真康�会員　　工藤　　稔�会員

中田　知德�会員　　長谷川　賢�会員　　小白　智志�会員

■結婚記念日祝

平原　　隆�会員　　太田　隆博�会員　　林　　光繁会�員

猿川　陽介�会員　　中田　隆三�会員　　山上　大輔�会員

合田　倫佳�会員　　中森　　保�会員　　藤森　裕康�会員

■5月のプログラム予定　　

5月20日（水）「電気通信こぼれ話&最近のトピックス」

� 西村　憲治�会員（プログラム委員会）

5月27日（水）「職業奉仕委員会」� （職業奉仕委員会）

【お知らせ】　5月のロータリーレートは、$1=118円です。


