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「我らの生業」
芹澤 達之 会長
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長

岡野

正道
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ビジター
海老名敬子 会員（11 月 7 日生）
誕生日祝
岡野 正道 様
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)11 月 8 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
23 名
23 名
13 名
56.52％
5名
18 名
78.26％
（前々回)10 月 25 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
23 名
23 名
9名
39.13％
8名
17 名
73.91％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
「ニコニコＢＯＸ」
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 岡野 正道 様（葉山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
地区の財団委員会より伺いました。機会を頂き誠にありがとうございます
三役
地区ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 岡野様、本日は、ご指導宜しくお
願い致します
福嶋義信会員 岡野正道ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 本日は宜しくお願い致します
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伊与田あさ子会員 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 岡野正道様 本日はご指導宜しく
お願い致します。お誕生日 入会記念の皆様おめでとうございます
千葉 茂会員 地区補助金配分委員長岡野正道様ようこそいらっしゃいました。本日
の卓話宜しくお願い致します
小出純子会員 お誕生祝の皆様おめでとうございます。ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長
岡野様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い申し上げます
飯倉正俊会員 ﾛｰﾀﾘｰ・入会記念祝いの方々おめでとうございます
海老名敬子会員 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長岡野様ようこそ。本日は宜しくお願い
致します。お誕生日を祝って頂いていつもありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 14,000
14,000 円(累計 251,000
251,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

誕生日祝
海老名敬子会員

出席報告
小出純子会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
「会長あいさつ」
・寒くなって参りました。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞなども流行しております。お体にお気を付け下
さい。
・次週は「ｼﾆｱのための健康講座」です。宜しくお願い致します
・今月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間ということで本日 地区よりﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長の
岡野正道様をお迎えしております。後ほどｽﾋﾟｰﾁの方を宜しくお願い致します
・先日の日曜日（6 日）横須賀国際交流協会主催の「ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｪｽﾃﾊﾞﾙｲﾝよこすか」に
出席して参りました。
「幹事報告」
◎米山学友会主催「国際交流会」開催
日 時 １１月１９日（土）１３:００開会
場 所 秦野商工会議所１階秦野市平沢 2550-1☎0463-81-135
◎配布 ①１１月定例理事会議事録
②ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信１１月号
◎回覧 ﾛｰﾀﾘｰ寄付推進＆補助金ﾆｭｰｽ
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
「委員会報告」
〈伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐〉
２０１６年～２０１７年度ＩＭ開催にあたって
日 程 ２０１７年４月２日（日）
会 場 横須賀商工会議所
実行委員長を小出純子会員にお願いいたしました。
皆様のご協力を宜しくお願い致します
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〈品川昌義公共ｲﾒｰｼﾞ委員長〉
品川昌義公共ｲﾒｰｼﾞ委員長〉
次週１１月１５日（火）「ｼﾆｱのための健康講座」開催
会員の皆様宜しくお願い致します
「ﾀｳﾝﾆｭｰｽ」「神奈川新聞」に関連記事が掲載されました。

｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰ財団
世界で良いことをしよう
人々の心に触れた１００年】
人々の心に触れた１００年】
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 岡野 正道 様
【ﾛｰﾀﾘｰ財団の歴史】
1917 年ｱﾄﾗﾝﾀ大会
当時のﾛｰﾀﾘｰ会長ｱｰﾁ・ﾌﾗﾝｸが「世界で良いことをするための」基金設置を提案
1928 年
「ﾛｰﾀﾘｰ財団｣と名付けられ国際ﾛｰﾀﾘｰに組み込ました
2010 年 12 月 24 日
日本では「ﾛｰﾀﾘｰ日本財団」が内閣府より公益財団法人として認定を受け寄付者へ
の税制上の優遇措置を得ることが可能になりました
2017 年 6 月 10 日～14 日
ﾛｰﾀﾘｰ国際大会 財団誕生の街｢ｱﾄﾗﾝﾀ｣で開催
★国際ﾛｰﾀﾘｰのﾛｰﾀﾘｰ
国際ﾛｰﾀﾘｰのﾛｰﾀﾘｰ財団「世界で良いことをするための」基金
【ﾛｰﾀﾘｰ財団のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】
ﾛｰﾀﾘｰ財団のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】
●ﾎﾟﾘｵ撲滅
●世界平和を推進する人材育成:ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛ―ｼｯﾌﾟ
●職業人としての社会貢献:職業研修ﾁｰﾑの派遣（VTT）
●国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの資金提供：ｸﾞﾙｰﾊﾞﾙ補助金
疾病との闘い・教育の支援・きれいな水・地域経済の発展
母子の健康・平和の推進
●ｸﾗﾌﾞ奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援：地区補助金
ﾛｰﾀﾘｰ財団はﾛｰﾀﾘｱﾝの活動を支援します。
【ﾛｰﾀﾘｰ財団の活動資金】
ﾛｰﾀﾘｰ財団の活動資金】
寄付金の運用「ｼｪｱｼｽﾃﾑ」
3 年間の運用を経て、財団活動資金として生まれ変わります。
皆様からの財団年次基金へのご寄付は人道的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、奨学金、職業研修ﾁｰﾑの活
動を支える補助金に生まれ変わります。
国際財団活動資金（WF
国際財団活動資金（WF）⇒ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金
WF）⇒ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金
地区財産活動基金（DDF
地区財産活動基金（DDF）⇒地区補助金
DDF）⇒地区補助金
3

[2780 地区の財団ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ]
地区の財団ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ]
2016‐
2016‐17 年度補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
〈海老名ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
＄4,314.00〉
4,314.00〉 ﾐｬﾝﾏｰ ﾒﾃﾞｨｰﾗ郡
ﾒﾃﾞｨｰﾗ郡
ﾐｬﾝﾏｰ ﾒﾃﾞｨｰﾗ郡の農村部にある保健ｾﾝﾀｰへの設備支援
地域住民の健康維持、疾病予防を目的に作られた保健ｾﾝﾀｰが、資金不足のため設備に
不備が生じているため、薬品棚・診察用机・ﾍﾞｯﾄﾞ補強などの設備支援を実施し保健
ｾﾝﾀｰの環境改善を行います。
〈葉山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ＄8,191.00〉
8,191.00〉 神奈川県 葉山町
乳がん早期発見・早期治療の啓発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 日本では欧米と比べ乳がんの検診率が
低いため、多くの女性が命を落としています。 葉山ﾏﾘｰﾅに於いてﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ･ｲﾍﾞﾝﾄを
葉山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ主催で実施します。
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾁｮｺﾚｰﾄ配布、ﾋﾟﾝｸのﾗｲﾄｱｯﾌﾟ、体験者との交流ｲﾍﾞﾝﾄ、そして国内のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
としては初めて移動検診車による無料検診を葉山町、医師会の支援活動を実施します
〈三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ＄2,588.00
三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ＄2,588.00〉
2,588.00〉 神奈川県三浦市
障害者に向けに芋ほりを楽しんでいただくﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
地域の小中学校に通う障害児童 200 名を対象とした「芋ほり収穫」を楽しんでいただ
くｲﾍﾞﾝﾄ。 開催にあたっては三浦市と専業農家の方にご協力頂き、ｸﾗﾌﾞ会員による
「ｼﾞｬｶﾞｲﾓ栽培」を種芋の植え付けから除草作業まで行います
【補助金を利用するために地区・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を申請する】
補助金を利用するために地区・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を申請する】
・ﾛｰﾀﾘｰ財団の使命を支える活動
・ﾛｰﾀﾘｱﾝが積極的に参加する
地区補助金（11
地区補助金（11 月～3
月～3 月まで申請）
地元や海外の地域社会のﾆｰｽﾞに取り組むための比較的規模の小さい短期的
な活動を支援
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金（随時申請が可能）
ﾛｰﾀﾘｰの 6 つの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす
30,000 ㌦以上の大規模な国際的活動を支援
【財団寄付
財団寄付金の種類】
金の種類】
ﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付は、世界中で行われているﾛｰﾀﾘ-の奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄやﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを可
能にし、未来を支えるものです。寄付者は、支援したい分野を指定して寄付すること
が出来ます
①年次基金：地区補助金・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金などｸﾗﾌﾞの奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支える基金です
②恒久基金：基金の元金となり、恒久的に支持されます
恒久基金：基金の元金となり、恒久的に支持されます
③ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金：ﾎﾟﾘｵ撲滅活動を支える基金です
④使途指名寄付：ﾛｰﾀﾘｰの優先活動の中から寄付先を選んで寄付することが出来ます
【ﾛｰﾀﾘｰ財団の使命】
ﾛｰﾀﾘｰ財団の使命】
ﾛｰﾀﾘｱﾝが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて世
界理解親善平和を達成できるようにすること
より良い地域づくりのための活動やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなｲﾆｼｱﾁﾌﾞを資金面で支えているのがﾛｰﾀ
ﾘｰ財団です。ｸﾗﾌﾞや地区に補助金を提供しているほかﾎﾟﾘｵの撲滅や平和の推進といっ
たｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなｷｬﾝﾍﾟｰﾝを展開しています。こうした活動や補助金を実現させているのが、
皆様からのﾛｰﾀﾘｰ財団へのご寄付です
会員お一人当たり 200 ㌦の年次基金ご寄付
㌦の年次基金ご寄付へのご協力をどうか宜しくお願いします
へのご協力をどうか宜しくお願いします
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