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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ゲストの紹介

　　　祇園東　雛　佑様

●ビジターの紹介

　　　倉本　巌様（京都平安RC）

●出席報告

●ロータリーの友紹介

●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　　踊り演目：紅葉の橋

　　　　　　　「変わりゆく伝統文化」

　　　　　　　　　　　祇園東　雛　佑様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/24　元阪神タイガース　八木　裕様

12/1　八尾市立歴史民俗資料館

　　　　　　部長　小谷利明様

12/8　友田　昭会員

12/15　忘年家族会　（コンラッドホテル大阪）

12/22　「半期を振り返って」　田中康正会長

　本日も多数のご参加をいただき、ありがとうございま

す。今日は時間がないため、次週の「会長の時間」で

しっかりお話させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

▼先月30日に秋のRYLAセミナーがオンラインで開

催されました。

▼先月31に地区インターアクトの年次大会がハイ

ブリッドで開催され、会長ほかにご参加いただきま

した。

▼先月31日に社会福祉大会70周年式典が開か

れ、相馬会員に出席いただきました。

第2900回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



▼1日に八尾RACの例会が開催され、会長ほかに

参加いただきました。

▼6日に地区の職業奉仕委委員長会議が開催さ

れ、福田会員に出席いただきました。

▼ガバナー公式訪問の際の集合写真が出来上が

りました。

▼赤い羽根募金にお寄せいただきました30,340円

を、地区へ送金させていただきました。

▼ロータリー研究会のオンライン視聴の案内をお

送りいたします。

▼中島　孝夫　会員

　84歳になりRCにも長く在籍させていただいておりま

すが、やはりロータリーで培ったことが多いなあと実感

しています。ロータリーで奉仕を学び、「奉仕を人生の

中心にしよう」と思いました。そして四つのテストを、生

き方にしてきました。

　これからも奉仕と親睦をまっとうできるよう、努力して

いきたいと思っています。

▼寺坂　哲之　会員

　傘寿となりますが、検診では60代と言われました。体

重計の測定でも、体内年齢は59歳でした。もちろん多

少のガタはきていますが、これからもいたわってお付き

合いください。

▼ウアール,　ミナ　ミネア　アレクサンドラ　様

　皆様とは久しぶりに直接お会いでき、光栄です。現

在は卒業研究に取り組んでいます。先日はRYLAに参

加したほか、RACの例会にも参加させていただきまし

た。RACの皆様のスピーチ聞くいい機会となり、興味

深い内容でした。今度の親睦旅行は予定があり参加

できず、残念です。今後もよろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・長竹　浩　委員長

　地区より「ロータリーの友」への投稿依頼が届いてお

ります。資料をお配りしておりますので、ご覧ください。

また、友の電子版もどうぞご利用ください。

▼インターアクト委員会・宮川　清　委員長

　先月31日に地区の年次大会が開催され、会長ほか

ロータリアンとともにインターアクターも10名参加しまし

た。各校の活動報告などとともに、講演は薬害エイズ

訴訟に関する内容でした。少し難しい内容でしたが、

感想文を提出してもらう予定ですので、次年度に役立

てたいと思います。

「ロータリー月間にちなんで」

▼RI第2660地区　ロータリー財団委員会

　　資金管理小委員会　・　相馬　康人　委員長

　本日は補助金の概要を説明させていただきます。日

頃よりロータリー財団へのご理解とご協力、ありがとう

ございます。昨年度は財団へ150ドル以上、ポリオも50

ドル以上のご寄付をいただきました。有効に活用させ

ていただきます。

　さて皆様のご寄付がどのように活用されているのか、

ですが、奉仕事業を行うのは各クラブです。財団はそ

れを支援する組織で、各クラブとはまったく別の組織

です。

　財団の役割としては、税の機能と類似していると思

います。再分配の機能もあります。このため高い公共

性が求められるのですが、格付け機関で財団は高い

評価を得ています。どうぞ、安心してご寄付ください。

　財団の基金のうち、年次基金は３年間ストックされま

す。その後は、全額が支出にまわることになります。一

方で恒久基金は、運用益のみが支出にまわされます。

DDFは地区の財布に入るものですが、WFはRIの財布

に入ります。GGはグローバル補助金などで活用され

る資金として支出されます。

　これら２種類はいずれも、使途が決まっていない性

質のものですが、その他のポリオプラスなど３種類は

使途が決まっています。

　補助金の種類としては、まずDG（地区補助金）があ

ります。これは規模が比較的小さめのプロジェクトが多

いです。途上国での事業や児童福祉などに、主に活

そ の 他 の 報 告

叙 勲 の ご 挨 拶

傘 寿 の お 祝 い

卓 　 　 話

米 山 奨 学 生 より



用されています。たとえば当地区では、大阪北RC様

がタンザニアで野球大会を開くなどの事業で約200万

円を使われています。また大阪御堂筋本町RC様では、

アニメのDVDをスリランカで配布されました。これは民

族の融和を目指したプロジェクトです。また大阪西RC

様がバングラディシュでの事業に活用された例もあり

ます。

　そしてもう一つ、GG（グローバル補助金）というものが

あります。これを活用した当地区各クラブの取り組みと

しては、大阪大淀RC様によるカンボジアの養鶏支援

（約５万ドル）や、大阪平野RC様のタイでの心臓病対

策（約４万ドル）などがあります。

　またグローバル奨学生という制度がありますが、これ

は日本人の留学生を支援するものです。最大10万ド

ルという高額な支援ですが、非常に優秀な方々を世

界へ送り出すもので、米山とは少し内容が違うもので

す。

　各クラブから申請するのは、DGが多いと思います。

申請書類に記載される内容には間違いも数多いので

すが、ぜひガイドブックをご覧ください。そして大事な

注意点として、入金されるまでは絶対に着手しないこ

とです。これは必ず守ってください。

　その他にも、中間団体を介するのは搾取されるリスク

もあり不可、ロータリアンの企業が調達先または支援

先でないこと、などが原則となっています。

　財団が補助する方針としては、まず「持続的効果を

有すること」が必要です。「魚を与えるのではなく、釣る

技術を与える」と、よく例えられます。また「物品贈呈の

みは対象外」で、「継続的支援は禁止」となっています。

　財団の資金の推移としましては、近年はコロナ支援

が増加して、運用益は下がっているのが実情です。年

度中に財布が枯渇したこともございます。今年度も、

皆様のご寄付をよろしくお願いいたします。

　ところで世界のポリオの現状についてですが、アフ

ガニスタンはタリバンが政権を掌握したことから、ポリオ

の状況悪化が懸念されています。パキスタンとアフガ

ニスタンでは、今年はいずれも１件のみポリオの発生

が報告されています。他にも発生例があるのではない

か、という疑いもありますが、アフリカではポリオが根絶

されました。今後も皆様のご協力を、よろしくお願いい

たします。

▼ロータリー財団委員会・竹原　信二　委員長

　ロータリー財団の資金は、ハリケーン被害者への支

援やきれいな飲料水の供給などに世界中で活用され

ています。またソーラーライトの設置事業では、電気供

給が可能になり灯油代が不要になることから、生活支

援に役立っているそうです。

　ロータリー財団の財務内容は、非常に高い評価を得

ています。このため財団へ寄付することは「賢い投資

である」と言えます。どうぞ皆様のご協力を、よろしくお

願いいたします。

▼田中会長　本日も例会参加頂き、ありがとうございま

す。本日のゲスト、ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンド

ラ様ごゆっくりしていって下さい。佐野会員、先日はあ

りがとうございました。生徒らも大変喜んでいました。

児林会員、宮川会員、曽家会員、更生保護チャリ

ティーゴルフにご協力頂きありがとうございました。写

真有難う。

▼児林副会長　１１月は財団月間です。皆さん御寄付

よろしく御願いします。少し寒くなってきました。御身

体ご自愛下さい。写真有難う。誕生内祝い。

▼新宮幹事　相馬会員、竹原会員、卓話宜しくお願

いします！！西村会員、先日はお世話になりまし

た！！

▼中島会員　叙勲感謝！

▼寺坂会員　とうとう傘寿になりました。余命だんだん

少なくなります。トホホホホ！！誕生内祝い。

▼池尻会員　中島さん、旭日単光章　受賞　誠におめ

でとうございます。御健康にご留意され、ご活躍下さい。

▼山本（昌）会員　年末に向かって、忘年会シーズン、

シズカニ、楽しみにしています。本日、カウセリング研

修会よろしく！。写真有難う。

▼中川・飯田・富田会員　良い事がありますように。写

真有難う。

▼山本（勝）会員　７０才が近づいてきました。あまりう

れしくないですね。誕生内祝い。

▼菅野・吉田・宮川・三木・倉角・田中（貴）会員　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 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

有難う。

▼稲田会員　久しぶりの例会出席です。良い事があり

ますように。

▼吉本会員　中島会員、旭日単光章受章おめでとう

ございます。写真有難う。

▼濱岡会員　長期欠席お詫び申し上げます。

▼松井会員　ご支援ありがとうございました。写真有難

う。

▼山陰会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼長竹会員　相馬さん、竹原さん、卓話楽しみです。

▼西村会員　谷口さん、竹中さん、お世話になりまし

た。小谷さん、お帰りなさい。矢野阪神終了！！・・・

まったく情けないヘタレですね！写真有難う。

▼小谷会員　皆様にご迷惑をおかけしました。今日か

ら復帰しました。

▼大熊会員　いつもありがとうございます。ご夫人誕生

日。写真有難う。

▼福田会員　小谷さん、地区委員会の講師、お疲れ

様でした。

▼相馬会員　本日卓話させていただきます。よろしく

お願いいたします。

▼藤田会員　田中会長、新宮幹事、野球お疲れ様で

した。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼北野会員　10月の宇陀カントリークラブ、グランドシ

ニア選手権で優勝することが出来ました。4週間に渡

る試合で、疲れました。

▼友田・谷口会員　誕生内祝い。写真有難う。

▼曽家会員　今日の卓話、相馬さん、竹原さん、楽し

みにしてます。

▼大橋会員　写真ありがとうございます。皆様方、仕

事うまい事いく様に！

▼竹原会員　相馬さん、卓話、宜しくお願いします。

▼福村会員　実は、本日バッジ忘れでしたが、運良く

入り口で販売しておりました。しかし、正直に申告致し

ます。バッジ忘れお詫び。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼竹中会員　小谷会員、復帰おめでとう。皆様お酒は

ひかえめに・・・写真有難う。

▼加藤会員　寒くなってきました。体調管理に注意し

ようと思います。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

■ 出席報告

月日

10/20

10/27

11/10

会員数

68

68

68

出席

48

49

47

うち出席規定
適用免除者

12

11

11

メーク
アップ

1

出席率

82.76％

85.96％

82.46％

確定
出席率

86.21％

日時：２０２１年１１月１０日（水）

承認事項

1.会計報告

2.秋の親睦会の件

3.忘年家族会の件

4.例会での卓話の件

5.ロータリーデー八尾2021の件

6.里親・里子支援事業（宿泊レクリエーション）

の件

7.高齢者・障碍者施設もちつき事業の件

8.地区大会信任状の件

9.2022-23年度地区出向推薦の件

10.名簿作成の件

11.居相会員クラブ戦略委員会へ復帰の件

12.八尾RAC承認伝達式実行委員会設立の

件

13.第32回新春サッカー大会の件

理事会議事録
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