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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1789回例会 令和 2 年11月16日
今週の歌 「遠き山に陽は落ちて」
卓
話 「危機管理について」
 関西大学社会安全学部教授 山崎 栄一 様

第1790回例会 令和 2 年11月30日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「創立40周年記念誌発行の総括」

木下 基司 会員

前回の記録
会長挨拶

て協議されました。実施の方向で動いています。

由上会長

しかし最近、コロナの感染者が増えてきています。

10月31日の土曜日に青少年対策委員会主催のクリー

大阪府から非常事態宣言が出されれば中止となりま

ン・エサカが実施されました。

す。又、当クラブの会員から陽性者が出れば考えなけ

これは平成 4 年 7 月に始まりました。

ればなりません。ですから、皆さん、コロナには十分

これは昭和50年頃に啓蒙活動から始まり、昭和60年

に注意して下さい。

頃から啓発活動になり行進行った後、各団体の発表会
を行っていました。400人位の集会でした。
当初のクリーン・エサカではカーニバルプラザから
風船を貰い、公園課から花の種を貰ってヘリウムで風
船を飛ばしていました。豊津公園が集合場所だったの
で公園の中の川で笹船流しもしていました。
その後、
「これってクリーン？」と言うことで廃止

このクリスマス家族会は今年の 6 月に行う予定で
あった40周年のイベントを計画しています。タイムス
リップして40周年を祝いたいのです。
ですから出来るだけ多くの方の参加を期待しており
ます。
もう一度申し上げます。皆さん、コロナには十分に
注意して下さい。

になりブラスバンドの演奏になっています。今年はコ
ロナ禍のため小規模にしジャグリングになっていまし
た。当クラブは当初からジュース代の補助として寄付
金を出させていただいています。
ところで先月末の理事会でクリスマス家族会につい

ゲスト紹介

親睦活動委員会

瓜生委員

本日のお客様を紹介させて頂きます。米山奨学生の
サンダリさんにお越し頂いてます。例会をごゆっくり
楽しんで下さい。

幹事報告

木田幹事

・国際ロータリーより橋本（徹）会員にロータリー財団
寄付認証品（PHF＋ 2 襟ピン）が届きましたので

例会終了後に撮影を行います。過去に来訪され
たメンバーはご参加ください。
2 ．コ ロンボセントラルRCの件…遊具の寄贈プロ
ジェクトの依頼がありました。

贈呈します。

非常に貧しい保育園と幼稚園の前のグラウンド
に遊具を寄贈する内容です。
（3,500＄（約40万）見積書等資料を上程


理事

全員賛成により可決しました。
3 ．コロナ禍によるメークアップの取り決めについ
て…事前予約の上、ビジターを受け入れること
とする。
・2019年～20年度

意義ある奉仕賞とロータリー会長

・米山奨学生のサンダリさんへ奨学金を授与。

特別賞を地区大会において表彰されることとなりま
した。
・ガバナー訪問時の記念写真をボックスに入れており
ます。1,700円です。
・ロータリーの友11月号をお配りしております。
・理事会報告（10月26日）
1 ．ナ コンパノムRCの件…クリーンウォータープ
ロジェクトとして、地区補助金と合わせて、
611,820円を送金しました。
ナ コンパノムRCより来年 2 月に贈呈式を行う
予定と連絡ありました。
ま た、ナコンパノムRCが30周年ということも
あり、来訪してほしいとの依頼がありました
が、現状では難しいのでビデオレターを送るこ
ととなりました。

・11月の誕生祝の品を贈呈。

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

46名

出席会員数

客

1名

本日の出席率

村井委員長

42名
93.33％

カレンダーを頂き、ゴルフ同好会員のボックスに配ら
せて頂きました。小林会員ありがとうございました。

佐藤委員長

第 1 点、去る10月31日、本年度のクリーン・エサカ
活動が、豊津西中学校のグラウンドにて開催されまし
た。当日は晴天に恵まれ、同校区の小学生及びその父
兄が、多数集まりました。
今回はコロナ対策をシッカリした上、従来の行進に
よる啓発活動ではなく、アトラクションが企画されま
した。内容は、大阪大学ジャグリングサークル「パ
ティオ」による、ジャグリングの実演です。大道芸の
ようなものですが、こういうものをライブで見る機会
も減っているので、参加者の皆さんは、楽しく、ひと

ニコニコ箱

塚脇SAA

●梶山会員

ニコニコ協力致します。

●新井会員

楽しいことがありました。

●小林会員

来年のセントアンドリュースのカレン

ダーが出来ました。ゴルフ同好会の皆さんだけです。
●坂口会員

小林パスト会長、カレンダーありがとう

ございました。
●井伊会員 結婚記念日の花ありがとうございました。
●橋本（徹）会員

11月13日（金）PM 6 ：00エスコタウ

ンイルミネーション点灯式を行います。その後来年

時を過ごされたと思います。
なお、当クラブからの参加者は由上会長、橋本（幸）
会員、それに、私佐藤の 3 名でした。

1 月31日まで点灯します。
●橋本（幸）会員

第 2 点は、今月、11月19日に予定していた、炉辺談
話の延期についてです。社会奉仕委員会と、仁科委員
長の青少年奉仕委員会で、開催を予定しておりまし
た、炉辺談話ですが、コロナの影響で、従来の形での
開催はむずかしく、延期することで、理事会の了承を
いただきました。何らかの形で、今期中にこれに替わ
る事を企画いたしますので、その節はご協力を、よろ
しくお願いいたします。

ロータリー財団委員会

榎原会員

本日、小林会員よりセントアンドリュースの来年度

●10月19日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

ゴルフ同好会

クリーン・エサカへのご協力ありが

とうございました。
●堀会員

本日卓話させていただきます。宜しくお願

い致します。
●瓜生会員

結婚記念日のお花頂きありがとうござい

ました。
●榎原会員

2 人目の孫が産まれました。

●佐藤会員

クリーン・エサカお疲れ様でした。

●矢倉会員

寒くなりましたのでお体ご自愛下さい。

堀委員長

本日、小林会員、村井会員より特別寄付を頂きまし

本日のニコニコ箱

38,000円

た。ご協力ありがとうございました。ロータリー財団

累計のニコニコ箱

500,000円

レート11月度は 1 ドル＝104円となりました。

累計ニコニコB

2,000円

ロータリーは機会の扉を開く






ご結婚のお祝い
田中会員ご夫妻
瓜生会員ご夫妻
井伊会員ご夫妻
青木会員ご夫妻
矢倉会員ご夫妻

11月

由上会員ご夫妻
坂口会員ご夫妻
島倉会員ご夫妻
石﨑会員ご夫妻

タ国際大会）
ロータリー財団は、寄付を受け取り、ロータリーク
ラブや地区の人道的、及び、教育的活動でロータリー
財団が承認したものに補助金を提供する非営利法人と
定義されている（2011年ロータリー財団管理委員会）



●ロータリー財団補助金の原資

卓

話

3 年前の年次基金寄付＋恒久基金投資収益（ロータ

ロータリー財団について


ロータリー財団委員会

リアンからの寄付！）

堀

豊 委員長

●財団補助金の種類
地区補助金（国内外における小規模・ 1 年以内の奉
仕活動）
※吹田西ロータリークラブではタイ・ナコンパノム
へのクリーンウォータープロジェクトで地区補助
金を活用（前年度302,400円）
グローバル補助金（海外における 3 万ドル以上で成
果の継続性のある 6 重点分野に該当する活動）

＜ロータリー財団委員会の今年度方針＞
由上会長の方針に基づき、ロータリー財団とその活
動に対する当クラブ会員の更なる理解と寄付を促して

大規模プログラム補助金（200万ドル以上かつ 6 重
点分野に該当する大勢の人々と広大な地域への活動）
☆グローバル補助金対象の 6 重点分野とは

いく。
＜ロータリー財団委員会の今年度計画＞
・ロータリー財団特別寄付

年間で会員あたり160ド

①基本的教育と識字率向上、②地域社会の経済発
展、③平和構築と紛争予防、④母子の健康、⑤疾病予
防と治療、⑥水と衛生

ル以上
・ポリオ撲滅への寄付

災害救護補助金（被災地区の復興活動）

年間で会員あたり60ドル以上

・ロータリー財団月間での卓話

●ロータリー財団の適応柔軟性
今年のコロナ禍に適応し、地区補助金の支給要件を
大幅に下げて、各クラブの奉仕活動を一段と促した。

2020年 9 月12日
（土）
地区ロータリー財団セミナーより
●ロータリー財団の歴史と定義
「世界で良いことをする為の基金」
（1914年アトラン

年次寄付は奉仕活動を実践する補助金の原資です。
ロータリー財団へのご寄付をお願い致します。

