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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　　　ホライゾン㈱　川口加奈様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話

　　　「ホームレス状態を生み出さないニホンへ」

　　　　　ホライゾン㈱　川口　加奈　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/21　上中康司様

11/28　「真実を求め、真実に生きる」

　　　　　　　法覚寺長老　山田隆章様

　クラブ広報委員会の相馬委員長には、斬新な切り口で

ポスターを駅に貼り出してもらいました。将来的に花が咲

くのではないかと思っております。

　また台北東ＲＣへ公式訪問し昨日、関空に到着しました。

たくさんご参加いただき、ありがとうございました。先方の

今年度は若い会長で、送迎や歓待をしていただきました。

　式典は現地のホテルで、400名以上が参加して盛大に

開催されました。東京江戸川ＲＣからも、歴代会長夫妻な

ど多数で出席されていました。私たちは恐縮にも、会場

真ん中の主賓席に座らせていただきました。

　ガバナーやパストガバナーも多数出席され、とても立派

な式典でした。先方には「再来年の当クラブ60周年には

ぜひお越しを」とお伝えしてきました。

▼4日に地区インターアクトクラブの年次大会が開催さ

れ、吉田・大槻会員に参加いただきました。

▼3～6日、台北東ＲＣの55周年記念式典へ19名で公

式訪問いたしました。

▼9日に居相・寺坂・村本会員の記念コンペを開催します。

第2794回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼宇野会員より、ホールインワンの記念品を皆様にい

ただいております。

▼山口会員が秋の褒章で、藍綬褒章を受章されました。

▼地区より「12月7～8日の地区大会にご参加くださ

い」と案内が届いております。

▼本日例会後、理事会を開催いたします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　先日、坂本会員も参加して、宝塚歌劇を観に行きました。

宝塚歌劇はYOUTUBEで見たことがありましたが、劇場で

は初めてでした。宝塚はきれいな街で、劇も良かったで

す。シェークスピアの劇は男性だけですが、宝塚は女性

だけで、とても格好いいと思いました。

　またその後、食事をしてロータリアンやいろんな人とお

話しができました。よい経験になりました。すごく感謝して

います。ありがとうございました。

▼国際奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　3～6日に、台北東ＲＣへ公式訪問しました。55周年の

式典は盛大で、感動しました。本日、お土産をお配りして

おります。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　米山奨学生を交えた英会話教室を、例会後に約１時間

開催します。1月16日と2月13日に実施します。ご参加く

ださい。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　21日夜に、加門で炉辺会議を開催します。今年度のク

ラブテーマや、ロータリーなどについて語り合いたいと思

いますので、ご参加ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　会員

　居相・寺坂会員の喜寿と、村本会員の古希を祝うゴルフ

コンペを開催いたしますので、皆様ご参加ください。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　先週から今週にかけ、近鉄八尾駅に八尾ＲＣのポス

ターを掲出しました。その効果について報告します。八尾

ＲＣのサイト訪問者数は、１日平均で約6人だったのが、

約11人に増加しました。新規の訪問者も、６割増となりま

した。

　スマホ経由のアクセス多かったようで、その場でアクセス

してくれたことも考えられます。ホームページへの訪問者

数の変化には、明確な有意差が見て取れると思います。

　またＰＲポスターの第二弾も、準備しています。腕相撲

編として、１か月後ぐらいに掲出予定です。

「ロータリー財団月間に因んで」

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

　11月はロータリー財団月間

です。私は今年度、地区でも

ロータリー財団委員会に出向

させていただいております。

　ロータリー財団は、入会年次

の浅い方には理解が難しいか

もしれません。

　本日は今年度の寄付金の用紙をお配りさせていただき

ました。目標額はお一人あたり２万円ですが、あくまで自

発的な寄付金としてお願いいたします。

　財団への寄付金には年次基金、恒久基金、ポリオプラ

スの３種類があります。

　年次基金は、本日お渡しした用紙に寄付額をご記入く

ださい。地区からの依頼は１人あたり150ドルということで、

2万円は少し多めですが、欠席の方もおられるので、この

目標額に設定させていただいております。

　本日は資料として、クラブ別の寄付金実績表をお配りし

ています。ポリオプラスに関しては、八尾ＲＣは地区内で

も上位の実績です。地区目標の「一人あたり50ドル」もクリ

アできています。寄付額が突出しているクラブもあれば、

中には寄付金ゼロのクラブもあります。

　次の資料は、年次基金の実績です。八尾ＲＣは一人平

均144ドルです。八尾はかつては地区でも上位の寄付金

額でしたが、だんだん下がってきています。

　一人平均の実績が150ドル以上なら、地区補助金を満

額受けることができます。それに届かない八尾などは、

90％しか受けられません。

米 山 奨 学 生 より

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



　恒久基金、つまりベネファクターですが、地区からは「１

クラブ１名の輩出を」と依頼がきています。

　国際ロータリーのロータリー財団は、資産が現在約11億

ドルですが、2025年までに20億ドル以上をめざす、という

計画があります。なかなか大変な、高い目標ではあります。

　財団の財務報告を見ますと、運用の内容などがわかり

ます。世界平均でロータリアン一人あたり、年間で約１万

円の年次基金を寄付している計算になります。

　ちなみに「投資収益」などでカッコ書きの数字は、「赤

字」だそうです。

　年次基金の寄付金は３年間運用され、その後、半分が

地区補助金（DDF）として地区に戻ってきます。残りは

ワールドファンド（WF）に使われます。

　恒久基金、つまりベネファクターの分は、運用益の50％

をDDFで地区へ戻し、残りをWFへ充当します。

　たとえば100寄付したら、３年後には50しかおりてこない

ことになります。WFの活用は、なかなか難しいのが現状

です。

　資料１を見ていただくと、再び寄付などに回されている

分などもありますので、実際には100のうち40ぐらいしか使

えていないわけです。

　地区補助金を受けることができるのは、事業費の半分

が上限となります。このため、会員数が少ないクラブは年

次基金の寄付金が少ない割に、多くの補助金をもらえる

ことになります。会員数が少ないクラブにとっては有利で、

多いクラブには不利だと言えるでしょう。

　このほかロータリー財団には、素晴らしい事業として「グ

ローバル奨学生」の派遣があります。今年度も今月11日

に選考会を開き、候補者の面談をします。

　英語でのスピーチでプレゼンテーションしてもらい、そし

て質疑応答を行います。

　また、おととしにグローバル奨学生としてロンドン大学に

留学したバッティー亜夢斗君に依頼して、当クラブへ卓

話に来ていただくことになりました。本人も快く引き受けて

くれ、来年1月30日に卓話をしていただく予定です。楽し

みにしてください。

　エンドポリオの取り組みは99.9％まで来ていますが、ア

フガニスタンやパキスタンでまだ発症しています。こうした

地域でワクチンを投与したいのですが、紛争地域でもあり、

困難な状況です。ポリオ撲滅のためには、発症国をまず

非戦闘地域にしなければなりません。紛争地域での平和

推進の取り組みなどについてお話ししてもらえると思いま

すので、ご期待ください。

▼山本会長　台北東ＲＣ公式訪問、無事終了致しました。

皆様ありがとうございました。宇野会員ホールインワンお

めでとうございます。クオカードもありがとうございました。

吉田委員長、大槻会員年次総会出席ありがとうございま

した。誕生内祝い。

▼稲田副会長　台北東ＲＣ公式訪問参加の皆様、お疲

れ様でした。山本会長、小谷国際奉仕委員長、お世話に

なりありがとうございました。

▼柏木副会長　台北東ＲＣ公式訪問、小谷委員長お疲

れ様でした。山本会長フカヒレごちそう様でした。お世話

になりました。宇野さん、ホールインワンおめでとうござい

ます。

▼澁谷幹事　国際奉仕委員会の皆様、お世話になりあり

がとうございました。山本会長、ごちそう様でした。宇野さ

ん、ホールインワンおめでとうございます。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野・池尻・中川（將）・川田・吉本・山陰・相馬・平尾・

北野会員　宇野さん、ホールインワン達成おめでとうござ

います。クオカードありがとうございます。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ様、

ようこそおいで下さいました。宇野様、ホールインワンカー

ドありがとうございます。曽家様、家の修理有難うございま

した。

▼中西（啓）・西村会員　台北東ＲＣ公式訪問で色々お世

話になりました。

▼中川（廣）会員　山本会長、台湾では、お世話になりま

した。ありがとうございました。宇野さん、ホールインワンお

めでとうございます。クオカードありがとうございます。バッ

ジ忘れ。

▼菅野会員　台北東ＲＣ公式訪問ごくろうさんでした。会

長、宇野様ありがとうございます。

▼笠井・宮川会員　台北東ＲＣ５５周年参加の皆様、お世

話になりました。宇野さん、ホールインワンおめでとうござ

います。クオカードありがとうございます。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

10/24

10/31

11/7

会員数

62

62

62

出席

40

51

46

うち出席規定
適用免除者

12

14

14

メーク
アップ

2

出席率

74.07％

91.07％

82.14％

確定
出席率

77.78％

▼飯田会員　本日、卓話宜しくお願いします。

▼田中会員　台北訪問、欠席お詫び。ショーロンポ食べ

たかったです！！

▼濵岡会員　この度は台北東ＲＣの記念行事に夫婦

共々大変お世話になり、誠に有難うございました。宇野様、

ホールインワン、オメデトウございます。記念品をありがと

うございます。

▼松井会員　台湾訪問、小谷委員長お世話になりました。

会長、フカヒレ最高でした。同行頂いた皆様ありがとうござ

いました。

▼長竹会員　早退お詫び。

▼野村会員　台北東ＲＣ公式訪問では、山本会長、小谷

国際奉仕委員長をはじめ、参加者の皆さんありがとうござ

いました。楽しくおいしい旅でした。宇野さん、ありがとうご

ざいました。

▼小谷会員　このたびの公式訪問にご参加頂いた皆様、

大変お世話になりました。

▼富田会員　台北、お疲れ様でした。宇野様、おめでとう

ございます。ありがとうございます。長竹様、いろいろあり

がとうございました。10/31ＳＡＡ委員会、遅くまでありがと

うございました。

▼福田会員　津田さん、ライブカッコよかったです。

▼幡田会員　台北東ＲＣ公式訪問お疲れ様でした。宇野

会員、ホールインワンおめでとうございます。クオカードあ

りがとうございました。いつもニコニコありがとうございます。

▼友田会員　誕生内祝い。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時２０１８年１１月７日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.忘年家族会の件

4.炉辺会議の件

5.イルミネーションの件

6.インターアクトクラブ年次大会の件

7.大阪なにわＲＣ創立３５周年記念式典・

祝賀会の件

8.2019-20年度地区出向推薦の件

9.2019-20年度ガバナー補佐立候補推

薦書の件

10.八尾市青少年問題協議会委員の派

遣について（依頼）の件

11.出席規定適用免除の申請の件

理事会議事録
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