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●開会　「点鐘」

●ゲストの紹介

　　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

●出席報告

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/16　日本ウクライナ文化交流協会

　　　　　　　小野　元裕　会長

　　　　　「ウクライナの現状」　（仮題）

11/30　出席委員会　原田 達也 委員長

12/7　米山奨学会委員会　福村修一委員長

　　　　　「あの米山奨学生は今！」

　先週から例会場の座席の配置を変更し、本来の対面形

式に戻させていただきました。久しぶりで、少し懐かしい

感じもする風景ですが、お隣やお向かいの会員と談笑さ

れる姿も見られて、かつての例会らしい和やかな雰囲気

が戻ってきたのではないかと、うれしく思っております。

　ただし、これからまた寒くなると、次の第８波がおそらく

やって来ます。飛沫が飛ばないようご注意いただきながら

ではありますが、会員同士の交流をどうぞお楽しみくださ

い。

　さて先週は、国際ロータリーが推進する「ＤＥＩ」につい

て、大阪西ＲＣの田原至会員に卓話をしていただきまし

た。何度も繰り返しになりますがＤ（Diversity=多様性）、Ｅ

（Equity=公平性）、Ｉ（Inclusion=包括性）について、私たち

もロータリーの一員として、理解を深め、意識を高めてい
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く必要があります。

　必ずしも「これらの要素を完璧に満たしていなければア

ウト」というわけではありませんが、少なくともこれらの方向

性を目指していく意識は、ロータリーのバッジとともに、身

に付けていかなければなりません。

　そのためにはやはり、皆さんお一人おひとりの意識も、

時代に沿って必要に応じ変えていかねばならないのでは

ないでしょうか。自分では絶対にこうだ、と思っていたこと

も、今や世の中ではそうは思っていない、ということになれ

ば、自分の考え方も修正していける柔軟性を何歳になっ

ても失わないようにしたいものです。そうすればきっと、地

域社会からも尊敬されるロータリアンに、一歩近づけるの

ではないでしょうか。反対にそれができなければ、「ロータ

リーの常識は、世間の非常識」と揶揄されることにもなりか

ねないので、そこは戒めていくことが大切でしょう。

　そして今月11月は、ロータリー財団月間です。本日の

卓話はロータリー財団委員会の平尾委員長にお願いし

ております。財団のことを理解するとともに、寄付で財団

に貢献し、補助金などで財団を活用できるロータリアンを

目指しましょう。そして補助金を使った事業を立案すれ

ば、奉仕のインパクトもさらに大きなものになります。

　あなたのために、あるいはクラブのために、そして地域

のために、「財団をどう利用してやろうか」、いろいろと考

えを巡らせ、知恵を働かせてみてください。

▼先月26日に、こども食堂と輝への支援金を贈呈

しました。宮川・大橋・田中（康）会員が参加し、青

芝フック様の色紙の収益金を活用させていただき

ました。

▼27日に大阪中之島RCの30周年記念式典が開

催され、松本会員に出席いただきました。

▼赤い羽根募金として28,204円を寄付しました。ご

協力、ありがとうございました。

▼2022年度の手続要覧についてダウンロードが原

則ですが、冊子を希望される方は1,000円で販売し

ますので、事務局までお申し込みください。

▼少年を守る日と家庭の日の街頭啓発が、4日に

近鉄八尾駅前で行われます。富田会員に参加い

ただきます。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼４日は事務局がお休みです。緊急の連絡は、幹

事までお願いします。

▼ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

　今、卒業研究に取り組んでおり、調査結果の分析を

したりしています。ゼミでは、３年生にアドバイスもして

います。先輩の立場で、相談に乗ってあげたりしてい

きたいと思っています。

▼親睦活動委員会・田中　康正　委員長

　次週は親睦旅行で、10時に出発します。早めにバス

へご乗車ください。また国の旅行支援を活用しますの

で、ご協力をお願いします。証明書は、事務局で集約

しています。

▼インターアクト委員会・竹中　浩人　委員長

　6日に地区インターアクトの年次大会が金光八尾で

開催されます。駐車場がございませんので、近隣のコ

インパーキングや公共交通機関をご利用ください。

▼プログラム委員会・相馬　康人　委員長

　16日の卓話は、村本委員のご紹介で小野氏にウクラ

イナの現状についてお話しいただきます。ぜひご出席

ください。

そ の 他 の 報 告

米 山 奨 学 生 より

幹　事　報　告



「ロータリー財団月間によせて」

▼ロータリー財団委員会・平尾　貴英　委員長

　先日参加した地区のロータリー財団セミナーで学

んだことをもとにお話しします。

　皆様からの年次基金の寄付金はいったん財団に

入り、そのうちの２分の１はＤＤＦとして地区で使用

されます。地区はこの資金を、各クラブのプロジェク

トに配分します。この地区補助金の活用を希望する

クラブは、地区に対して申請をする必要があります。

　そして残りの半分はＷＦ、国際財団活動資金とし

て世界での活動に使用されます。グローバル補助

金などに充当されます。新たに「環境」が加わって７

項目になったＲＩの重点分野に関する事業に活用さ

れます。

　年次基金寄付は３年間運用され、クラブや奉仕活

動を支える資金源になります。その他ポリオプラス

基金寄付、恒久基金寄付、ロータリー災害支援基

金があります。

　年次基金は今日の人たちへの奉仕に使われます。

恒久基金は利息のみを使い、元本は使いません。

災害支援基金は、クラブや地区による災害救援活

動や復興活動に生かされます。

　クラブからの寄付金額が減ると、利用できる補助

金の金額も減ります。

　恒久基金については、これまではベネファクター

として、例えば会長などクラブで毎年一人のみしか

寄付をしないような状況でした。しかも本人も、その

内容がよくわかっていないような状態でした。

　そこで今年度、恒久基金については「一人あたり

30ドル以上」を目標にする、ということになりました。

これに関しては下半期の会費とともに、請求させて

いただきたいと思っております。

　為替のレートは毎月変動しますが、今月のロータ

リーレートは１ドル＝148円ですので、これで計算し

ますと年次基金の目標額である150ドルは、22,200

円になります。皆さんのご協力をよろしくお願いい

たします。

　また恒久基金への寄付が1,000ドルに達したら、

ベネファクターに認証されます。

　ロータリーカードについてですが、このカードで決

済すると、0.3％が財団に寄付されます。

　財団補助金は人道奉仕、奨学金、職業研修チー

ムに使用できます。補助金活用の種類には地区補

助金とグローバル補助金がありますが、どちらを申

請すべきかは、プロジェクトの内容に応じて選択し

てください。例えば40万円以上のプロジェクトに対

しては、20～60万円の地区補助金が支給可能で

す。

　次に補助金活用のスケジュールですが、次年度

の申請受付が３～４月に行われます。申請が通れ

ば着金は９月頃になりますが、事業はそれ以降に

着手しなければなりません。また資金の受領後、

6ヶ月以内に収支報告書を提出しなければなりませ

ん。

　今年度の年次基金の寄付につきましては本日、

申込書をお配りしておりますので、ご提出いただけ

れば幸いです。次週は親睦旅行ですので、その次

の週の16日に集金させていただきたいと思います

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。

卓 　 　 話



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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼吉本会長　平尾会員、卓話よろしくお願いいたしま

す。

▼長竹副会長　平尾さん、卓話楽しみです。

▼稲田幹事　宮川さん、先週は私の大事な時間を無

駄にしてくれてありがとうございました。平尾さん、卓話

よろしくお願いします。

▼居相・谷口会員　誕生内祝い。

▼山本（昌）会員　残す所、今年も2ケ月を切りました。

健康に留意され、ニコニコをよろしく。

▼山本（勝）会員　本日良い事があります。誕生内祝

い。

▼田中（正）会員　輝、夢うららホットステーションへ多

額な支援金を頂き、ありがとうございました。有意義に

活用させて頂きました。宮川委員長、大橋会員、あり

がとうございました。

▼柏木会員　10/26（水）の午後に長男に男の子が産

まれました。元気でたくましく育って欲しいです。12/1

に長男が東京から大阪へ引っ越して戻ってきます。次

回例会欠席おわび。

▼山陰・吉田会員　平尾委員長、卓話よろしくお願い

します。

▼宮川会員　よいことがありました。

▼野村会員　平尾委員長、卓話期待しています。よい

ことがありました。バッチ忘れお詫び。

▼児林（秀）会員　曽家さん、昨日お世話になりました。

本日平尾財団委員長、卓話楽しみにしています。誕

生内祝い 。

▼相馬会員　平尾委員長、卓話頑張ってください。

▼友田会員　いつもありがとうございます。誕生内祝

い。

▼曽家会員　先日、田中さん、児林さん、新宮さん、

西村さん、有難うございました。

▼平尾会員　本日卓話をさせていただきます。よろし

くお願いします。

▼佐々木会員　バッチ忘れお詫び。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼安田会員　1週間のホテル療養からようやく復帰しま

した。今後ともよろしくお願いします。

■ 出席報告

月日

10/19

10/26

11/2

会員数

62

62

62

出席

44

40

38

うち出席規定
適用免除者

10

8

7

メーク
アップ

1

出席率

80.00％

75.47％

73.08％

確定
出席率

81.82％

日時：２０２２年１１月２日（水）

承認事項

1.前回議事録

2. 12/14忘年家族会の件

3. 10月会計報告

4. 事務局員業務委託の件

5. コードレス電話機寄贈 事業報告の件

6. インターアクト年次大会 登録追加の件

7. 新入会員の件（大石 倫太朗 様）

8. 次年度地区出向者推薦の件

9. 八尾RAC イルミネーション支援の件

10. 横断幕作成の件

11. 事務局休みの件 11/4（金）・21（月）

12. 八光殿 駐車場の件

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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