
　皆様今晩は、1月も明日で終わりです。毎日寒
い日が続いています。皆様方もお仕事に頑張って
おられる事と思います。本日のお客様は木田会員
ゲストの地区国際奉仕委員で大阪リバーサイド RC
の柿本円 ( まどか ) 様です。後ほど卓話よろしくお
願いいたします。
　1月 25日 ( 水 ) 入院されている橋本幸治会員の
お見舞いに紙谷会員と一緒に循環器病院に行って
参りました。病名はくも膜下出血で発見が早かっ
たので順調に回復し、27日に退院致しました。休
会届を出さずにメーキャップがありますので 2月
20日の例会から出席される予定です。

　1月 27日 ( 金 )　江坂企業会の恒例の新春のつ
どいに参加させて頂きました。この東急 REI ホテ
ルポールルームで開催されました。

　1947 年 1月 27日はロータリーの創始者ﾎﾟｰﾙﾊﾘ
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卓話
補助金セミナー地区財団　　　　
　　ロータリー財団補助金小委員会　　　瀬川会員
　

職業奉仕月間

君が代
奉仕の理想 ｽの命日です。1989 年 10 月～ 11月の理事会にお

いて毎年 1月 27日を含む一週間を、物故ロータ
リアンの冥福を祈り、生前の貢献を記念する習慣
として「追悼記念週刊」を指定しロータリー特別
月間となっています。

　当クラブの物故会員をクラブ概況より紹介させ
て頂きますと、小林馨 ( かおる ) 会員、田中末広会
員、深見徹三郎会員、木下俊次会員、松本豊会員、
伊藤守会員、益邑健会員、
橋本保次会員、山本光一会員、玉城栄吉会員、前
田博会員、山出敬二会員、井上昌美会員、松田達
夫会員、西村忠雄会員、榎谷忠治会員、そして昨
年の渋谷清明会員の合計 17名の方々でございま
す。
　吹田西RCの歴史と伝統を築き、沢山の奉仕活動、
運動を行ってきた方々です。これらの方は吹田西
RCの宝です。一年に一度の「追悼記念週刊」でご
ざいます。心からご冥福をお祈り申し上げます。
これで本日の会長挨拶いたします。

ゲスト紹介 親睦活動委員
坂本(一)会員

ゲストスピーカーとして
大阪リバーサイド RC　　
　　　　　　　地区国際奉仕委員　柿本　円　様
メーキャップとして
　　　　　 千里 RC　　　　　　村上　正巳　様



出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　客 2名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 87.80％
●12月19日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　佐藤委員長

幹事報告 長屋幹事　

1. 2016 年規定審議会の最新情報をお配りしまし
た。
2. ロータリー日本財団と米山記念奨学会の確定申告
用領収書をお配りしました。

でご覧ください。
4. 次年度地区委員委嘱状が届きましたのでお渡しし
ます。
　榎原さん　地区社会奉仕委員会委員
　木下さん　国際奉仕委員会委員
　瀬川さん　ロータリー財団委員会委員
5. 本日例会終了後理事会を開催します。理事その他
要出席者の方は例会終了後メイプルルームへお越し
ください。

国際奉仕プロジェクト委員会 
小林哲委員長　

　本年度のプロジェクトである「クリーンウォー
タープロジェクト」は 11月にナコンパノム RCへ
予算 30万円を送金。その後、ナコンパノム RCよ
り感謝状と完成機器の写真が送られてきました。
　尚、本年度はオープンセレモニーに、当方から
代表団を派遣しないことが決まっていますが、2

米山記念奨学会 西村委員長

　本日、坂本一成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。

社会奉仕委員会 清水理事

　2月 1日（水）は当クラブ主催のクリーンデー
です。AM7：30にカリーノ江坂 1階のエスコタ
ウン前に集合願います。多くのご参加をお待ちし
ています。

月 7 日に施行される上記式典に Ms.Arisara が出席
することになり、井伊会長からのメッセージを代
読して貰うように手配しています。
　尚、当日の様子は後日報告されて来ることになっ
ています。
　本日は感謝状と機器の写真を回覧しますのでご
確認下さい。



第３回　井伊会長杯ゴルフコンペ
日時　平成２９年　４月　５日　（水）
場所　関西カントリークラブ
スタート　8：30　　集合 7：40
会費　　　10,000
プレー終了後クラブハウスにて表彰式

ロータリー財団委員会

ゴルフ同好会

堀委員長

橋本(芳)会員

　2月度のロータリーレートは１ドル　116 円と
本部より連絡がありましたのでお知らせ致します。

本日のニコニコ箱　　　19,000 円

累計のニコニコ箱　　778,000 円

国際奉仕について　
地区国際奉仕委員　柿本　円様
（大阪リバーサイド RC）木田会員ゲスト　

●大阪リバーサイド RC　
柿本円：本日は卓話でお世話になります。お招き頂い
て有難うございます
●木田会員：柿本さんをお迎えして。
●井伊会員：地区国際奉仕委員で大阪リバーサイド RC
の柿本様、本日の卓話　よろしくお願いします。
●西村会員：先週（1/26）無事ここで株主総会が終了
しました。水谷様、他、東急 REI  ホテルの皆様には大
変お世話になりありがとうございました。
●佐藤会員：孫のお宮参り、無事に終わりました。
●荻田会員：本日、総会よろしくお願いします。

自己紹介
大阪リバーサイド RC 所属  H16 年入会
2600 地区国際奉委員会出向 H27 年 7 月～
臓業は、大阪市北区堂島にて㈱プランニングカン
パニ柿本代表取締役
東京、大阪の主にテレビ、ラジオのメディアを媒
体とした PR 業務 
また、在版テレピ局制作番組のニュースキャスター
やタレントのスタイリング業務、エフエム大阪の
ネットショッピングの運営

国際奉仕について 
国際奉仕の歴史と目的
1905 年 　ロータリー誕生の頃には、国際奉仕の
カテゴリーはなかった
1914 年 　第一次世界大戦の時に避難民救済活動
が行われた。 
　　　　これが国際奉仕のめばえである
1922 年　網領として正式に明文化
1966 年 ロータリー綱領がロータリーの目的と変
更され 

　奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネット
ワークを通じて 
　国際理解・親善・平和を推進すること



国際奉仕の分野は
1.　人道的国際奉仕 ( 旧世界社会奉仕 )
2.  国際レベルの教育・文化活動
3.  特別月聞と催し
4.  国際的会合

人道的国際奉仕活動の資金調達の方法としては
○個人寄付
○クラブ寄付
○地区財団活動資金 (DDF) 
○地区補助金 (DG) 
○グローパル補助金 (GG)

補助金の種類は
○地区補助金 (DG)
　　国内や海外で行う小規模で短期の活動
○グローバル補助金 (GG)
　　大規模な活動 (3 万ドル以下 ) に活用

地区補助金の要件
○参加資格の認定
○進行中または完了したプロジェクトは不可
○他団体が主体左なり開始したプロジェクトは不
可
○なるべく多くの受益者
○1クラブ 1 申請
○ロータリアンの旅費交通費は不可
○利害の対立の回避あるいは、可能性の開示
○プロジェクトは 1 年以内に完了

グローバル補助金の要件
○参加資格認定

○実施国にロータリーがある
○6重点分野
○$30，000 以上のプロジェクト
○成果の継続性
○成果が測定可能
○随時受付

6 重点分野
1. 平和と紛争予防 /紛争解決
2. 疫病予防と治療
3. 母子の健康
4. 基本的教育と識字率向上
5. 経済と地域社会の発展
6. 水と衛生
地区財団活動資金 (DDF)
○上限は代表提唱 20,000 ドル、共同提唱 5,000 
ドル
○クラブ提出額は、申請額の 10% 以上
○1クラブ 1 申請 ( 代表提唱の場合 )
○進行中のグローパル補助金活動がある代表提唱
は不可
○随時受付

補助金制度を利用すると、クラブ拠出金が少額で
も大きいプロジェクトができ、
その分多くの受益者が生まれます。 
しかし、申請をする時に担当者が高いハードルを
越えなければいけないということも有ります。 

クラブ内の予算で支援するのは、コンパクトにな
りますが物資の提供だけでも現地の人遣に喜ばれ
ます。
どちらも大切な国際奉住になると思います。 
ぜひ一人一人のまごころを贈ってあげてください。
 ご清聴ありがとうございました。


