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第 1607 回

卓

例会

平成 28 年 3 月 7 日

話 『ナコンパノム浄水器設置プロジェクトの報告』
木田 昌宏 会員
『吹田くわい祭報』
榎原 一滋 会員
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」

先週内容

会長挨拶

青木会長

さて先週末の２７日（土）はロータリーク
ラブ主催のＩＭが、ホテル阪急エキスポパー
クにて「Be a gift to the world ラオスへ・
福島へ」をテーマにダブルの講演会が開催さ
れました。ホストクラブの千里メイプルロー
タリークラブさんは、総勢２４名のクラブな
がら国際奉仕事業・社会奉仕事業共に立派に
遂行されているのだなあと感心するとともに、
国外やまた国内においてもまだまだ大変な地

水と衛生

月間

次週 第1608回 例会予告

そして本日、阿部青少年奉仕委員会主催の
大相撲豊津場所が、豊津第１小学校にて開催
されました。担当理事より詳しく後ほど報告
があると思いますが、豊津第１小学校の３年
生の皆さんは、たいへん心待ちにしていた様
子で、すごく盛り上がりました。ＰＴＡの会長
が大藤会員ということでも喜んでいただいた
のではないかと思います。当クラブよりなん
と 19 名もの会員の出席がありました。
ご参加された会員の皆様、お忙しい中お時
間を割いていただき、誠にありがとうござい
ました。
以上本日の会長挨拶といたします。ありが
とうございました。

幹事報告

与志一様

荻田幹事

1. 本日、例会終了後、理事会をメイプルルー
ムで開催いたします。理事の方は、ご参集く
ださいますようお願い申し上げます。

出席報告

平成28年3月14日

卓
話 『春の交通安全運動』
吹田警察署 交通課 警部 平田

域もあるのだと、改めて痛感させられました。
ご同席のメンバーの皆様方におかれましては、
どのようにお感じになられましたでしょうか。

山岡委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
１名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 97.60％
●2月8日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生日の御祝
会 員
昭和 41．3. 5
昭和 22．3. 9
昭和 33．3.22
昭和 28．3.27
会員夫人

3.15
3.24
3.31

社会奉仕委員会

橋本 ( 芳 ) 会員
井 伊
会員
矢 倉
会員
青木 ( 建 ) 会員
以上 4 名
阪本
矢倉
瀬川

青少年奉仕委員会

会員夫人
会員夫人
会員夫人
以上 3 名

榎原委員長

社会奉仕委員会よりお知らせいたします。
明日、3 月 1 日は当クラブ主催のクリーンデ
イです。7 時 30 分新大阪江坂東急レイホテル
西玄関前集合です。多くのご参加お待ちして
おります。

ロータリー財団委員会

佐藤委員長

レートが 3 月 1 日から 1 ドル 116 円になり
ます。

阿部委員長

親睦委員会

紙谷委員

木瀬部屋千秋楽パーティーが 3 月 27 日（日）
18：50 〜 ANA クラウン（予定）において開
催されます。会費 10000 円、ご参加よろしく
お願い致します
1．地区より春のライラの案内が届きました。
パンフを BOX へお配りしました。回覧します
ので参加ご希望の方はご記入ください。
2．吹田ロータリークラブ 30 周年記念式典の
ご案内が届いております。回覧しますので参
加ご希望の方はご記入ください。
3．本日、豊津第一小学校において 大相撲豊
津場所を開催致しました。
木瀬部屋より 10 名の力士にご参加いただ
きました。児童たちは普段テレビでしか見ら
れない大きな力士の相撲を身近で見られた事、
また交流できたことは非常に楽しく喜んでく
れたと思います。
この事業を通して、当クラブと学校・地域
との連携を図れたのではないかと思いますの
で今後も継続できたらと思います。
会員参加者は青木会長、井伊会員、家村会員、
榎原会員、大藤会員、荻田会員、紙谷会員、
木田会員、木下会員、阪本会員、清水会員、
杦本会員、高木会員、橋本幸会員、橋本徹会員、
堀会員、本田会員、山岡会員と私阿部の 19
名でした。ありがとうございました。

ニコニコ箱

堀副ＳＡＡ

◆瀧川会員：叙勲のお祝いを戴きまして有難う
ございました。ご夫婦仲良くご使用ください。
◆木田会員：卓話をさせていただき，ありがと
うございます。
◆杦本会員：前回の例会は出張が長引き欠席し
てしまい，村井様に音楽委員代理をしていただ
き有難うございました。
◆高木会員：豊津第一小学校にて、すもうの奉
仕事業がありました。今日は大変冷えましたが、
力士の方々の暖かい気持ちに会場は大変盛り上
がりました。うれしい事です。
本日までのニコニコ箱 1,003,091 円
本日のニコニコ箱
12,000 円
累計のニコニコ箱
1,015,091 円

テーマ「国際奉仕の６重点分野」
〜グローバル補助金について〜
地区国際副委員長

木田

昌宏

地区国際奉仕委員会に所属しまして、国際
奉仕こそがロータリークラブのすばらしさで
はないかと感じました。
皆様にも今日を機会に共感していただけた
らと思います。
今月は、
「平和と紛争予防／紛争解決」月間
です。が、この重点分野においての事例があ
りませんので、最近グローバル補助金を使っ
て、成功された、中之島ロータリークラブの
プロジェクトのお話をさせていただきます。
その前に、グローバル補助金を使った事業
とは切り離せないのが、この６重点分野につ
いてです。
この分野のどれかをテーマにおいて申請し
ないと、グローバル補助金申請は通りません。
２つ以上のテーマにまたがっても申請が通り
ません。
そのことを踏まえ活動の６重点分野のご説
明をさせていただきます。
ロータリー財団の標語 は「世界でよいこ
とをしよう」です。
ロータリー財団の使命として、「ロータリア
ンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるようにすることです。」
ロータリー財団の補助金 ボランティア活
動、奨学金、職業研修など、さまざまな活動
が可能ですが、複数ある補助金の中からプロ
ジェクトにあった補助金を選びます。

グローバル補助金を活用する上で、「６重点
分野の範囲内にある奨学金、プロジェクト、
職業研修チーム（ＶＴＴ）また、場合によっ
て旅行のために授与されるもの」
これらは実施地の地域社会が主導し、その
成果が持続可能、測定可能なものでなければ
ならない」と規定されています。
この条件をクリアーすることは大変な作業
であると思います。
しかし、私たち地区国際奉仕委員会は、こ
の補助金をより多くのクラブにお使いいただ
き、国際奉仕活動を行って欲しいと願ってい
ます。
では、６重点分野の説明をいたします。
一つ目の重点分野 は「平和と紛争予防／紛
争解決」です。
二つ目の重点分野 は「疾病予防と治療」で
す。
三つ目の重点分野は「水と衛生」です。
四つ目の重点分野は「母子の健康」です。
五つ目は、重点分野は「基本的教育と識字
率の向上」です。
六つ目として重点分野は「経済と地域社会
の発展」です。
この６重点分野が振り分けされロータリー
月間でのテーマになっております。
私たち 2660 地区のメンバーが、このよう
なプロジェクトを計画し実行していくことは、
当然、選択肢にはあります。その一例として
当地区の大阪中之島ロータリークラブが行っ
た、グローバル補助金を使ったプロジェクト
の申請内容に基づいてお話させていただきま
す。

今回ご紹介させていただくのは、日本で初
めて申請がとおりプロジェクト種別が、ＶＴＴ
( 職業研修チームの派遣）の事業で、実施国が
ベトナムという前代未聞のプロジェクトとい
うことで選ばせていただきました。
重点分野の関連は「疾病予防と治療」
実施国・地区かクラブの代表提唱
日本 大阪中之島ＲＣ
援助国・地区かクラブの代表提唱
タイ国 ３３５０地区とバンコククロントイ
ＲＣプロジェクト名 内視鏡手術耳鼻咽喉科・
頭顎部（とうけいぶ）外科）の発展と教育
プロジェクト実施地 ベトナム ダナン
予算は９２，８００ドルとなっております。
このグローバルプロジェクトは昨年１２月
成功裏に終わっております。
このプロジェクトはどのように申請して、
補助金申請の条件をクリアーしていったのか
を検証しました。
まとめとしまして、このプロジェクトを行
われた中之島ロータリークラブは、成果と反

省点をこのような形で残されております。
成果としては、想定より医療レベルが高かっ
た。今回の医療機器を十分に活かすことが出
来た。
短時間で技術伝承が可能であった。
従来、行われていなかった術式を導入でき
た。
反省点としては、銅製小物など、小さな手
術道具が想定より少なく、悪く基本的手術機
器がまだまだ不十分である。
症例の事前情報不足のため、手術に際して
の準備不足を感じる症例があった。
とのことでした。
６重点分野の「疾病治療と予防」をテーマに
した国際奉仕プロジェクﾄの具体的申請をご紹
介させていただきました。
国際奉仕とグローバル補助金そして６重点
分野に興味をもってただだければ幸いです。
ご清聴ありがとうございました。

大相撲豊津場所

