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第２３９回 例会 

 
 

 

【日時】2020年 10月 22 日（木）12：30～13：30     

【例会場】ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 

【例会出席】会員数 16名 名誉会員２名 【出席者】会場 9名 O/L 3名 ビジター 0 名  ゲスト 0名 

【出席率】56.3％   【修正出席率】10/15 75.0％ 

【ニコニコ BOX】\ 9,000― ≪今年度累計≫ \ 142,500― 

 

 

 

≪プログラム≫ 

 
                    司  会：五十嵐豊会員 

◇ 開会点鐘                       山本直道会長 

◇ 斉唱：「R-O-T-A-R-Y」 

◇ 会長挨拶                                    山本直道会長 
        すっかり秋らしくなってきました。赤坂に事務所があるのですが何だかとても赤坂は賑わっていて、徐々に 

        繁華街に活気が出てきたと思い嬉しくなりました。 

◇ 幹事報告                                     山本直道幹事 
   11 月 5 日にいよいよガバナー公式訪問です。会員数の少ない我々ですが、皆で揃ってお出迎えしたいと 

   思います。宜しくお願いします。 

◇ 委員会報告 

         橋本年男会員：来年度のチャリティーコンサートの会場下見に行ってきました。 

                子ども食堂ですが、今回は池袋の方に視察に行ってきてとても勉強になりました。 

         山本教夫会員：下半期の卓話担当を決めたいと思います。どなたかお呼び頂く場合、ご自身でお話される 

                場合を含め、日にちの決定も早い者勝ちになりますのでご検討頂きご連絡をお願いします。 

◇ 出席報告                                    五十嵐豊会員 
◇ ニコニコボックス                                立堀佳男会員 

       山本直道：秋らしい天気が続き、気持ちが良いですね。今日はアンディー先生の卓話ですね。楽しみです。 

梅澤武男：4 人目の孫が生まれました。初めての男の子です。アンドリュー会員卓話よろしくお願いします。 

       立堀佳男：11 月に出張予定が有り大阪に行くのですが、ホテルニューオータニ大阪を予約しました。東京都 

         民限定で 1 拍 2 万円です。但し GoTo で 7,000 円引き、3,000 円の地域クーポン、そして 10,000 円 

         のレストランで使える券が付いてくるので実質 0 円(タダ)です。ニコニコ 

       ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｳｫﾝ：ギリギリ間に合いました。ニコニコ 

       橋本年男：アンディー先生、今日のスピーチ楽しみにしております。 

 

 

             



 

 

東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

W E E K L Y  R E P O R T 

◇ イニシエーションスピーチ 

『補助金専門家グループ(Cadtr)の一員になりませんか？』    

アンドリュー・ウォン会員 
 

Cadre とは補助金専門家グループの事で、ボランティアのロータリアンから成ってい 

ます。何をするかと言うと補助金でのプロジェクトが成功するためのお手伝いです。 

 皆さんから頂いた大切な補助金を有効活用するために活動しています。プロジェクト 

       の計画と実施におけるアドバイスをしたり、地域社会の調査方法を立案したり、その 

       プロジェクトが持続可能かどうかを確認したり、最適な財務管理を提供したりしてい 

 ます。ロータリー財団から 50,000＄を授与されたグローバル補助金プロジェクトの 

場合は Cadre が現地視察訪問し、プロジェクト計画、実施状況、インパクトを評価 

       します。現地視察中、メンバーはプロジェクト実施地の観察及び各関係者との面談な 

どを通じて情報を収集。視察訪問の最期にプロジェクト関係者と共に視察のフィード 

 バック会議を開くことが義務付けられています。この会議の目的は視察で得た所見を 

       伝え、プロジェクトの強み、課題、改善点について話し合います。Cadre に沢山の方 

  になって頂きたいと思っています。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・地域社会の経済発展・平和構築と紛争予防の専門知識を持つ方々 

       に参加して頂きたく、Cadre には Technical Advisors や Technicl Coordinator 

 など役割が有ります。最近ではグローバル補助金の奨学生の方たちが学んだ事 

       を活かしてグローバル補助金の実行と立案に協力するというケースも出てきて 

       います。彼らは平和の架け橋です。これはとても良い流れです。より良い 

プロジェクトを実施する為に相談のできる地区リソースネットワークを結成 

 したいのです。より良いプロジェクトを成功させるためにお手伝いを出来る 

 人材を求めています。どうぞ皆さんもよろしくお願いします。 

  

  

  

  

        

        

  

  

  

  

        

◇ 講評                                                          山本直道会長 

  Cadre の説明をこんなに正面から聞くのは初めてで、奥が深く興味深いものだと思いました。グローバル 

  補助金を有効活用するために活動する Cadre という制度が重要だという事をあまり日本の方達は知らないの 

  で、大変勉強になりました。 

 ◇ 閉会の点鐘                                                       山本直道会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今後の主な行事予定≫ 

◇ １１月 ５日 ガバナー公式訪問 

≪今後の例会スケジュール≫   

◇１０月２９日   １２：３０～１３：３０ 

◇１１月 ５日   １２：３０～１３：３０ 

◇１１月１２日   １２：３０～１３：３０ 

◇１１月１９日    休会 

◇１０月２２日   １２：３０～１３：３０ 

◇１１月２６日    休会 

◇１０月１５日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ９月１７日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ８月１６日    休会 

◇ ７月２３日    休会 

◇ ７月２６日   １２：３０～１３：３０ 

 
   橋本年男会員  

   山本直道会長 

  
  五十嵐豊会員 

 
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｳｫﾝ会員 

 
 

 
   

 

 

 

 
   

補助金専門家グループ（Cadre)

WHO are we? ➔ Rotarians

WHAT we do? ➔ We train Rotarians to do GGｓ

WHEN to help? ➔ Anytime

WHY we help? ➔ To use your donations wisely

HOW we can help? ➔ Let us know what you need

    

Cadre 構造図
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Cadre Chair

24 Cadre Technical Coordinators

7 Cadre Regional Leaders for 

Grant Planning Resource Team 

TRF Trustees

700 + Cadre Technical Advisors

District International Service Chair,

(District Resource Network)

Cadre

 
    

Mission
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What we Cadre do

現地視察
話し合い
改善
監査（財団資金運
用の確認等）


