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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●お誕生日御祝い

　寺坂哲之会員・山本勝彦会員・友田　昭会員・

　児林秀一会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　「そこまで言って委員会

　　　　　　　　　米山記念奨学制度について！」

　　　　　　米山奨学会委員会　松井良介委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/13　「ロータリーの職業奉仕　根幹の根幹」

　　　　　　地区職業奉仕委員長

　　　　　　　山﨑修一様　（大阪鶴見RC）

11/20　「私を語る」

　　　　　　　三木由貴男会員・森川充康会員　

11/27　 「職業奉仕について」

　　　　　　　職業奉仕委員会　井川孝三委員

12/4　　「健康について」佐々木　洋会員

12/11　忘年家族会

12/18　「半期を振り返って」　笠井　実会長

　ロータリー財団は、ロータリーにとって大事なもので

す。我がクラブは60人以上の会員がおり、ニコニコも

それなりの金額が集まりますので、事業にも困らない

のですが、10人、20人程度の比較的規模の小さいクラ

ブでも、財団の補助金を申請すれば、ある程度の規

模の事業ができるようになっています。

　財団については、単純な損得だけでは考えない方

がいいと思います。私が社会奉仕委員長のときにも補

助金を活用しましたし、今年度も申請しています。八

尾RCではこの10年間でみると、毎年平均で90万円ぐ

らいは補助金を受け取っていることになります。

第2841回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

Stand By You ～あなたと共に～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 四宮孝郎

The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する

会　長　の　時　間

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



　基本的には１クラブ１事業ですが、良い事業なら2件、

3件と通してくれることもあります。

　財団には活用の仕方がいろいろあると思いますので

「損する、得する」といったことだけでなく、得をするクラ

ブの権利を奪うこともないと思います。今年度も皆様の

ご寄付を、よろしくお願いいたします。

▼本日例会後、クラブ戦略委員会を開催します。

▼11月2～4日、秋のRYLAが箕面で開催されます。

▼11月3～5日に台北東RCへ公式訪問を行います。

▼緑の羽根募金で皆様にご協力いただきました

19,679円を、市民憲章推進協議会へ振込しました。

▼赤い羽根募金の協力依頼が来ております。募金箱

をまわします。

▼地区大会の１日目、12月13日にフレッシュ・ロータリ

アンの昼食会が行われます。入会５年未満の会員が

対象で、参加は無料です。ぜひご参加ください。

▼竹中会員からのお土産で、海苔をお配りしています。

▼松岡　伸晃　会員

　お久しぶりです。新しい会員もたくさん入られて、かつて

とは違う雰囲気を感じます。以前、平成21年に入会し、約

５年で一度退会させていただきました。

　それでも先日来、お誘いをいただいており、再度入会を

許していただくこととなりました。あたたかくお迎えいただ

きまして、ありがとうございます。これから、できるだけ参加

したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　11月3日から台北東RCへ公式訪問を行います。15

名の参加で、5日に帰国予定です。

　またフィリピンのサンタマリアRCへ下見に行きました

ところ、先方が当クラブの60周年式典にもぜひ参加し

たい、とのことでした。今年度中に、先方へ公式訪問

したいと思っております。

「ロータリー財団について」　

▼ロータリー財団委員会・北野　和男　委員長

　来月はロータリー財団月間です。本年度、当クラブでは

財団寄付お一人あたり150ドルと、ポリオプラス50ドルの

目標を掲げています。地区でも四宮ガバナーが、この金

額で目標を示されています。なんとか目標の達成に向け

て、ご協力をいただければ、と思います。

　本日は、地区でも委員長まで経験された井川会員と、

今年度地区の財団委員会で活躍中の相馬会員に卓話

をお願いしたところ、快く引き受けていただきました。

　会員の皆様にも、財団のことをよくわかってご理解いた

だいてから、ご寄付をいただければと思います。

　財団は「世界でよいことをしよう」と呼びかけていますが、

これには先立つ財源が必要です。皆様のご協力を、よろ

しくお願いいたします。

▼ロータリー財団委員会・井川　孝三　委員

　不易流行という言葉がありますが、何事にも変えてはな

らない理念があります。ロータリー財団の理念は、もともと

作られたときの名前や状況を見れば理解することができ

ます。

　当初はロータリー基金として、アーチ・クランフが設立し

ました。彼はポール・ハリスらと並んで、ロータリーの４人

の父のうちの一人とされています。

　彼は貧しい家庭に育ち、それでも勉強したいと思い、長

距離を通い苦学しました。そして銀行や木材会社などを

経営します。ロータリーでクラブ会長の時、これからいろ

んな事業をするための基金をつくろう、と呼びかけました。

　当時は1917年にアメリカが世界大戦に参戦し、ライオン

ズクラブが誕生していました。彼は「戦争が起こらないよう

に、教育を施そう」と考えます。このためロータリー財団に

は、親善奨学生というプログラムがあります。ただの奨学

生ではなく、「親善」をうたっていることからも、ロータリー

財団の本当の目的は世界平和と言えます。

そ の 他 の 報 告

新 会 員 の 紹 介

卓　　　話

幹　事　報　告



　そして日本からの3人目の奨学生が、先日亡くなられた

緒方貞子さんです。

　ライオンズクラブが国内だけに目を向けていた一方で、

ロータリークラブは世界平和を願って活動していたのです。

　1923年の関東大震災では、9月1日に発生した3日後に

はＲＩ会長から電報が届き、25,000ドルの義援金も届けら

れました。その後も世界中のロータリアンからの支援が寄

せられ、日本はこれらを活用して復興を図ったのです。日

本のロータリアンは、このことを忘れてはいけないと思いま

す。ロータリーの支援により、日本で多くの人が救われた

ことを覚えておかねばなりません。

　やがて、1947年にポール・ハリスが亡くなります。彼は遺

言で「私の葬式にお花はいりません。そのお金があれば、

財団に寄付してください」と言い残しました。その後、ポー

ル・ハリス記念基金が設けられ、世界中から1億3,000万ド

ルが送られてきました。

　そして奨学生の派遣が始まったのですが、民間団体で

は現在、世界一の規模となっています。どうぞロータリー

財団へのご寄付を、よろしくお願いいたします。

▼地区ロータリー財団委員会・相馬 康人 委員

　ロータリー財団について、最近入会された方は、まだよ

くわからないという人もおられると思います。

　まず組織についてですが、ロータリー財団はＲＩの一組

織ではなく、ＲＩとはまったく別の組織です。法人格を持っ

ているのも、ＲＩと異なるところです。

　財団への寄付は、寄付金控除の対象になるので、財団

とロータリアンの間で、日本の財団がその役割を果たして

います。

　財団は税金とよく似ているところがあります。道路などを

整備するには、税金の徴収が必要です。また奨学生の派

遣なども、１クラブではなかなか難しいものがあります。

ロータリー財団は、再分配の機能も持つと考えられます。

　財団の寄付金には年次基金と恒久基金、使途指定寄

付があります。年次基金は3年間ストックして運用し、運用

益は運営資金にまわされます。元金はDDF（地区財団活

動資金）とWF（国際財団活動資金）として活用されます。

恒久基金は元本をそのままにして、運用益を使います。

　財団への寄付額は近年、増えています。投資収益は、

マイナスの年もありますが、ここ5年間の平均で5％ぐらい

は出ています。

　ポリオプラス基金について、当クラブでは上半期の会費

で集めています。このため、払っているという意識が、あま

りないかもしれません。

　ＤＧ（地区補助金）は身近なもので、当クラブでは今年度

もすでに２件申請しています。他のクラブの事業内容を見

ると、途上国では学校の建設などが多いようです。当地区

でも例えば、大阪北RCはタンザニアで少年野球をおしえ、

規律なども指導したそうです。また大阪御堂筋本町ＲＣで

は、現地文化のアニメ化を行うクラブを支援しました。

　申請時の注意点として、補助金の入金までは事業の実

施を待つ必要があります。また仲介団体への支払いは認

めていません。こうした要件を満たさず、却下された案件

もありましたので、注意が必要です。

▼笠井会長　松岡さん、お帰りなさい。井川さん、相馬

さん、卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　悪い事がありました。何とか解

決できます様に祈ります。パスポートが見つかりません。

台北への旅行は残念ですが行けません。どこに有る

のかね！

▼飯田会長エレクト　北野さん、井川さん、相馬さん、

卓話宜しくお願いします。写真有難う。

▼小谷副会長　北野さん、井川さん、相馬さん、卓話

よろしくお願いします。倉内さん、お世話になりました。

写真有難う。

▼吉田幹事　松岡さん、例会出席よろしくお願いしま

す。写真有難う。

▼佐野会員　例会欠席、大反省してます。１１月より

BSCM（テレビとラジオ）を入れました。デンタルプロ歯

間ブラシです。

▼中島・中西（啓）・宇野・吉本・濵岡・新宮・山陰・宮

川・山本（隆）・鍋島・三木会員　写真有難う。

▼居相会員　何かいい事が有ります様に！皆様健康

第一に！！写真有難う。

▼坂本会員　いつもお世話になります。写真有難う。

▼寺坂・児林・西村会員 写真有難う。例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　冬物衣類を出し、いよいよ衣替えの

季節に入りました。インフルに気を付けましょう～写真

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 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

10/16

10/23

10/30

会員数

65

65

66

出席

45

42

49

うち出席規定
適用免除者

15

14

15

メーク
アップ

0

出席率

78.95％

73.68％

84.48％

確定
出席率

78.95％

有難う。例会欠席お詫び。

▼稲田会員　天皇賞、佐野さんの予想にのっかって

少しマイナスです。

▼川田会員　相馬さん、卓話よろしく！！

▼奥谷会員　例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　松岡さん再入会おめでとうございます。

写真有難う。例会欠席お詫び。

▼長竹会員 野村さん、W夫婦食事会お世話になりました。

▼野村会員　長竹さん、土曜日はありがとうございまし

た。次は、考えた話題をお願いします。写真有難う。

例会欠席お詫び。

▼西会員　RAC設立準備委員会の皆様、欠席、申し

訳ございません。

▼富田会員　野村さん、藤田さん、倉内さん、先日は

ありがとうございました。写真有難う。

▼大熊会員　ロータリーの友情にいつもありがとうござ

います。写真有難う。

▼福田会員　北野さん、本日、卓話よろしくお願い致

します。

▼相馬会員　本日、卓話させていただきます。いつも

端っこでしゃべっておりますが、真ん中で話すのは久

しぶりなので、ドキドキしとります。

▼藤田会員　ローターアクト準備委員会お疲れ様でし

た。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼北野会員　井川会員、相馬会員、本日はよろしくお

願いします。１１月は財団月間です。会員の皆様、目

標金額の達成に御協力御願いします。写真有難う。

▼友田会員　七五三の季節です。歯ブラシをもらいま

した。子どものおみやげに入れたいと思います。とても

よろこばれます。佐野さんありがとうございました。写真

有難う。

▼曽家会員　11月3日台北訪問、ご参加の方、よろし

くお願いします。又、食事の後、楽しい事がありますの

で、みなさん乞うご期待下さい。例会欠席お詫び。

▼竹中会員　写真有難う。良い事が有りました。

▼倉内会員　いとこの結婚が決まりました。良い事が

有りました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会 インターアクト
年次大会

秋のＲＹＬＡセミナー
（～4日）

台北東ＲＣ
公式訪問（3日～）

ロータリー
財団月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区大会

理事会

忘年家族会

（休会）

疾病予防と治療月間月
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