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4つのテスト

1. 真実かどうか
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1751回例会 令和元年11月25日
今週の歌 「我らの生業」
卓
話 「民法改正について②

働き方改革のポイント」

清水 良寛 会員

第1752回例会 令和元年12月 2 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「ナコンパノムCWP報告」

国際奉仕委員会 西村 元秀 委員長
22、23校目になると思います。ナコンパノムには後何

前回の記録
会長挨拶

橋本
（徹）会長

先週は、工藤博子選手の講演会に大勢の方に参加し
ていただきました。皆様のご協力ありがとうございま
した。社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会の皆様あり
がとうございました。紙谷さんには、全体的にご協力
いただき感謝申し上げます。
早速、工藤選手からもお礼のメールが来ましたの

校あるのかも確かめてきたいと思います。
それでは、40周年記念式典まで196日です。
1750回例会よろしくお願いいたします。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

橋本（幸）
委員長

本日のゲストは、いらっしゃいません。
会員で例会をお楽しみ下さい。

で、今週の会報誌を添付してお礼をメールで送ろうと
思います。
そして、その講演会開催の11月11日、 5 年前、国際
ロータリー第2660地区IM第 2 組のインターシティー
ミーティング2014－2015で講師をお願いした、中西
麻耶選手がドバイで行われているパラ陸上の世界選手
権で金メダルを獲得され、東京オリンピック出場が内
定されたとニュースに出ていました。ダブルの喜びを
感じました。
今月ロータリー財団月間ですが、ロータリー財団の
テーマが「世界でよいことをする」となっています。
私たちも、今週20日からナコンパノムへ “よいことす
る” 為に、 3 泊 5 日のハードスケジュールで、 2 つの
小学校に浄水器の設置完成式に参加してきます。今回

幹事報告

堀幹事

1 ．国際ロータリーより、ロータリー財団寄付認証品
が届きましたので、贈呈させていただきます。
PHF＋ 1 襟ピン；髙木会員

2 ．地区大会 2 日目「公開シンポジウム」参加呼びか

1

けのお願いが古城ガバナー補佐から届いておりま

今までで特に有意義で印象に残った事業
・豊津中学校で実施した地域の中学生向けの野

す。

球教室

ロータリー会員以外の小学生以上の参加者を11月

・常照園での野球教室、ユニフォーム寄贈

末まで募集しますので、ご協力をお願いします。

・中 学校に対するバスケットのゴール等の寄

（小学生は大人の同伴必要）

贈、エベッサによる教室

本シンポジウムが地区大会本会議に引き続き開催

・「リオちゃん」の公園移設

されますことより、より多くのロータリアンにも

・ク リーン＆リサイクル運動、缶潰し協議会

参加下さるようお願いします。

（1994年）
・クリーンデイ

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

福原副委員長
36名

・献血活動
2

・健常者より不自由な方の支援を行う。

81.82％

・ロータリー独自の献血活動

●10月28日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学会委員会

実施していない新たな事業の提案

・せっかく企画しても地区から補助金が下りな
い場合があるので、要件を緩和して欲しい。

長屋委員長

・炉辺談話における意見などを、今後の事業に
反映させる仕組みの検討を要する。

本日、田中会員、伊藤会員、矢倉会員、由上会員、

・視覚障がい者柔道の工藤選手の講演会のよう

塚脇会員より、特別寄付を頂きました。ご協力ありが

な事業

とうございました。

・青 少年奉仕と連携して、学校周辺のごみ拾

合同炉辺談話報告

い、道路際の植木・植栽の手入れ

社会奉仕委員会 清水
（良）
委員長
青少年奉仕委員会 清水
（大）
委員長

・ウォーキングを兼ねたクリーンデイ（神崎川
沿いなど）

実施日：2019年11月15日午後 6 時30分～

・豊津公園のトイレの整備

場所：ピッツェリア エ オステリア コディーノ（江坂）

・観光案内板の設置

参加者：井伊・紙谷・河邊・木下・近藤・佐藤・髙木・
橋本
（幸）
・橋本（徹）・橋本（芳）・福原・堀・

第 2 ：青少年奉仕事業
1

・大相撲「木瀬部屋」に関する事業（特に震災

村井・清水
（良）・清水（大）
（敬称略）・計15人

復興を兼ねた熊本場所）

＜テーマ＞

・ライラ

当クラブが今まで実施した「青少年奉仕事業」
「社

・少年野球教室

会奉仕事業」のうち、特に有意義であった、印象に
残った事業を、その理由とともに、挙げてください。
また、今まで実施していない新たな事業のご提案があ
れば、挙げてください。（ 4 組に分かれてグループ討

今までで特に有意義で印象に残った事業

2

実施していない新たな事業の提案
・その事業を通じて、参加者が、将来、自分も
RCに入りたい、と思うような事業

論をしてもらいました）

・キッザニアのロータリー版

第 1 ：社会奉仕事業

・小学生だけでなく、高校生・大学生を対象と

ニコニコ箱

した事業
・スケート教室（関大の有名選手を講師として
招く）

●清水（大）会員

村井SAA

先週の記念講演会及び炉辺談話に

ご参加頂きありがとうございました。

・子供向けの防犯教室、防災・避難啓発事業
例えば、吹田西ロータリー杯

●瀬川会員

本日卓話です。よろしくお願いします。

少年野球大会、ソフトボール大会、青少年ゴ

●木下会員

先週、地区のお仕事で例会を欠席しまし

・継続した事業

ルフ大会、青少年ゴルフ教室

た。海外でした。
●堀会員

先週土曜日に高級食パン銀座に志かわ池田

店オープン出来ました。
●榎原会員

嫁の誕生日プレゼントありがとうござい

ました。
●橋本（幸）会員

侍ジャパン世界一おめでとう！！

東京

五輪では金メダルを！

本日のニコニコ箱

18,000円

累計のニコニコ箱

592,000円

累計ニコニコB

卓

4,000円

話

ロータリー財団について
ロータリー財団資金管理小委員会


ロータリー財団委員会

瀬川

昇 委員長

瀬川委員長

本日、島倉会員、小川会員より特別寄付を頂きまし
た。ご協力ありがとうございました。

親睦活動委員会

橋本
（幸）委員長

12月23日18：00より、コンラッド大阪でクリスマス
家族例会を開催します。その中で、クリスマスソング

Ⅰ

財団の歩み

を唄ってくれる花房さんとお会いしてきました。明る

1917年

国際ロータリー連合会基金

い素敵なお嬢さんです。ご家族一緒にお越し下さい。

1928年 ロータリー財団（ロータリー傘下の別組織）

ロータリーは世界をつなぐ
1947年

初の奨学金制度導入

1965年

人道奉仕や職業研修のための補助金など

1978年

3 H補助金（保険・飢餓追及・人間性尊重）

ポール・ハリス・フェロー

2002年

ロータリー平和フェロー奨学金

マルチブル・ポール・ハリス・フェロー

2013年

未来の夢計画

ベネファクター

地区補助金・グローバル補

個人的にオンライン寄付など
◎財団寄付の認証

メジャードナー

助金

アーチクランフ・ソサエティ
Ⅱ

財団のプログラム
◎補助金プログラム

①

ポリオ根絶活動

②

ロータリー平和センター

地区補助金：国内外における小規模・短期の奉仕活動

③

補助金プログラム

グローバル補助金：海外における大規模で成果の継
続性のある活動（ 3 万ドル以上）

☆2019－20

6 重点分野

財団寄付目標

1 ．年次基金寄付

150ドル： 1 人

2 ．ポリオプラス基金
3 ．恒久基金

ロータリー災害援助補助金：被災地区の復興

50ドル： 1 人

1,000ドル： 1 クラブ 1 人

☆今年度の財団の目標

※ 6 重点分野
基本的教育と識字率向上

1 ．ポリオ根絶

地域社会の経済復興

2 ． 6 重点分野の奉仕活動の持続可能を高めよう

平和構築と紛争予防

3 ．DDFを最大限利用しよう

母子の健康

4 ．恒久基金寄付を増やそう

疾病予防と治療
水と衛生

財団への寄付推進
1 ．ロータリー財団活動の透明性
2 ．寄付金使途の自主性
3 ．税 制上の優遇措置 「所得控除」または「税額
控除」
4 ．募金方法の工夫
会費徴収時に一定額を預かる・分散して募る・
楽しみを付加する・食事代の残金を募金する・

