
平成２７年１１月９日 第１４０４回例会 №１４０３

会長の時間 会長　松室　利幸

　各地より紅葉の便りが聞かれるようになり
ました。ウェザーニューズから発表されてい
る今年の紅葉の見頃予想によりますと、北日
本の山沿いほど見頃が早く、東〜西日本の山
沿いは平年並、平野部は平年より遅めに、山
形蔵王は10月2日頃から、高地は10月11日頃か
ら、宮島は11月15日頃から見頃にとのことで
す。紅葉狩りの旅行等を計画されている方は
ご参考にされてはいかがでしょうか。
　さて、今月はロータリー財団月間です。先
週の卓話では新田ロータリー財団小委員長よ
り財団についてのお話がございましたが、国
際ロータリーとロータリー財団の違いや補助
金についての基本的なお話を聞かせて頂き、
財団に対する理解を深めて頂いたことと思い
ます。
　我がクラブの組織上は米山奨学小委員会と
ロータリー財団小委員会の２つの小委員会を
国際奉仕委員会が統括することになっており
ます。そこで我がクラブにおける国際奉仕の
歴史について振り返ってみたいと思います。
直近の創立30周年記念誌を参照すると詳しく
掲載されておりますが、まず1989年4月にクラ
ブ創立5周年を記念して大韓民国のソウル安岩
ＲＣと姉妹締結しその後３年に１回姉妹結縁
締結を更新し現在に至っております。本年度
はその更新の年度にあたっており、理事会に
おいても今後の姉妹関係の在り方について協
議をさせて頂いているところです。
　ソウル安岩ＲＣとは姉妹締結以来、1991年2
月に韓国ロータリー奨学生財団に200万ウォン
を寄贈、翌1992年にはアフリカ・チャド国の
高校建設のため27万円を拠出、2000年12月には

メ
ニ
ュ
ー

・前菜盛合わせ、コーンスープ
・鰆と海老のキノコソース
・ミックスサラダ、パン、コーヒー

委　員　会　等　報　告

　

次
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　　１１月９日(月)

　　『自 己 紹 介』

  担当　沢田 武司　会員
　　

ネパールへ「希望の家」建設援助金として
1,500ドルを拠出する等の共同事業を実施して
まいりました。2000年以降はお互いの周年事
業に行き来し互いの親睦を深めてまいりまし
た。私自身も過去２回ソウル安岩ＲＣに訪問
させて頂きましたが、黒塗りの高級欧州車で
送り迎えして頂きメンバーの方が経営されて
いる高級焼肉店で歓迎食事会を開催して頂く
等、歓待を受けた記憶がございます。締結当
時のお話を先輩方からお聞きすると、日本語
を話されるメンバーも多数おられたとのこと
ですが、現在ではほんのわずかの方々しか日
本語を話されず言語の壁をどう克服するか今
後の大きな課題でもあります。
　我がクラブの喫緊の課題として国際奉仕の
在り方を今年度皆さんと共に語り合う機会を
設けたいと考えております。

　　１１月１６日(月)

　『自己紹介と私の目標』

  担当　子安　丈士　会員
　　

お弁当
・お造り、天ぷら、煮物
・白飯、香の物、汁物

米山奨学生　韓　妍嬌　様

米山学友　　鍾　允順　様

秋 の 上 級 ラ イ ラ

　１０月１０日、１１日と秋の上級ライラが
六甲山ＹＭＣＡにて、大阪心斎橋ロータリー
クラブのホストで行われました。
　池田くれはロータリークラブからは、田中
直前会長、青井会員、今井会員の３名で参加
しました。
　親睦を深めリーダーシップを養える充実し
たプログラムに加えて、世界的に活躍されて
いる指揮者永峰大輔氏の基調講演など、受講
生だけではなく参加ロータリアンも学ぶこと
が多い内容となりました。
　次年度春のライラは我クラブのホストにあ
たっております。次回ライラへは多数の方に
参加していただけますようよろしくお願い申
し上げます。

　　１１月２３日(月)

　　　勤労感謝の日

  　　　例会休会
　　

ビ　ジ　タ　ー



卓　　　話

委　員　会　等　報　告

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

ロータリー財団の歴史について

●財団の成長

1929年、財団は初の補助金500ドルを国際障害児協
会へ贈りました。この協会は、ロータリアンだっ
たエドガー F. “ダディー” アレンが創設したも
ので、後に「イースター・シールズ」（米国の慈
善団体）となりました。

1947年、ロータリー創設者のポール・ハリスが亡
くなると、多くの人びとから国際ロータリーに寄
付が寄せられました。この寄付は「ポール・ハリ
ス記念基金」となって、その後のロータリー財団
の発展のために役立てられました。

●財団プログラムの変遷

1947年
財団初のプログラム「Fellowships for Advance 
Study（高等教育のためのフェローシップ）」を開
始。このプログラムは後に「国際親善奨学金」と
して知られるようになる。

1965～66年
財団が新たに「研究グループ交換（GSE）」「
Awards for Technical Training（技術研修のため
の補助金）」「Grants for Activities in Keeping 
with the Objective of The Rotary Foundation（
ロータリー財団の目的を果たす活動のための補助
金、後の「マッチング・グラント」）」の3つのプ
ログラムを開始。

1978年
「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）補助金プロ
グラム」を開始。3-H補助金のプロジェクト第一号
として、フィリピンの600万人の子どもたちにポリ
オの予防接種を実施。

1985年
全世界でポリオの撲滅をめざす「ポリオプラス・
プログラム」を設置。

1987～88年
初めての平和フォーラムが開催され、これが「ロ
ータリー平和フェローシップ」創設のきっかけと
なる。

2013年
世界中のロータリアンがグローバルなニーズに応
えられるよう、新しい補助金モデル（地区補助金、
グローバル補助金、パッケージ・グラント）を導
入。

1917年に26ドル50セントの寄付から始まったロー
タリー財団は、10億ドル以上の寄付を受けるほど
の大きな財団に成長しました。財団はこうして多
くの方々に支えられ、人道的分野や教育面での支
援活動を続けています。

リソース＆参考資料

奉仕の一世紀：国際ロータリー物語
ロータリーの歴史資料室

　ロータリーは年間を通じて特別月間が１２回
あります。
　毎年１１月はロータリー財団月間となってい
ます。ロータリー財団の正式な名称は「国際ロ
ータリーの財団(ＴＲＦ)」と呼ばれています。
　国際ロータリー（ＲＩ）とＴＲＦの関係はど
の様になるのでしょう。ＴＲＦはＲＩとは別個
の法人ですが、その活動はロータリーのプログ
ラム全体の大半を占めています。
　当初、財団プログラムは国際奉仕の分野だけ
の運営でしたが、今はそのような垣根は無くな
り職業奉仕や社会奉仕の関連も大きく増えてい
ます。つまり奉仕の理想を掲げそれに邁進する
意味ではＲＩとＴＲＦは一体のものということ
ができます。ただ私たちはロータリークラブに
入会した会員なので、自クラブを通じてＲＩに
人頭分担金を支払っています。それ以外の会費
はクラブや地区の経費、Ｒ雑誌購読料や例会の
食費等を賄っています。しかしＴＲＦは会員の
自発的な任意の寄付によってのみ支えられ運営
されています。
　１９１７年の米国ジョージア州アトランタ国
際大会で当時のＲＩ会長アーチ・クランフが「
ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模で
慈善、教育、社会奉仕の分野で何か良いことを
しよう」と提案して始まったＴＲＦの原点をご
理解いただき、今後ともご支援ご協力を頂きま
すようお願い申し上げます。

　「ロータリー財団月間に因んで」
　　　　　新田　耕平　会員

 
Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙ　より

１１月結婚記念日お祝い

正岡　　哲・真喜子ご夫妻　昭和51年11月28日

松室　利幸・久　美ご夫妻　昭和61年11月23日 

三好　洋二・真由美ご夫妻　平成 3年11月22日



　　　　　　　　　　　　
 　
①本日１７：００より、第５回理事会が開催
　されました。
②池田市美術協会より、恵贈金のお礼が届い
　ております（会長宛）。
③豊中南ロータリークラブより、卓話のお礼
　が届いております（田中直前会長宛）。
④地区広報委員会よりお知らせが届いており
　ます（幹事、中西委員長宛）。
⑤豊中千里ロータリークラブより、クラブ創
　立３０周年記念式典及び祝賀会の案内が届
　いております（会長、幹事宛）。
⑥地区職業奉仕委員会より、クラブ訪問のお
　願いが届いております（会長、幹事、岡本
　委員長宛）。
⑦「２０１４～２０１５年度春のライラ（初
　級）」報告書が届いております（田中直前
　会長、藤原会長エレクト、青井会員宛）。
⑧１１月のロータリーレートは１ドル＝１２
　０円です。
⑨次年度の幹事候補、副会長候補、会計候補、
　会場監督候補および理事候補の立候補の受
　付は本日までです。立候補される方は本日
　中に書面にて届け出てください。
⑩週報記載の第４回理事会議事録の通り、亀
　甲事務局員が１０月３１日付で退職された
　ことに伴い、事務局員が交代します。

幹　事　報　告

委　員　会　報　告

●ロータリージャパンより

毎年１１月５日を含む1週間を「世界インター
アクト週間」として遵守するように奨励して
います。
今年は１１月２日から８日が世界インターア
クト週間です。

インターアクトクラブ（Interact Club、ＩＡ
Ｃ）とは、奉仕と国際理解に貢献する青少年
のための、ロータリークラブ（ＲＣ）提唱の
世界的団体で、高校に在学中の生徒、または
年齢１２～１８歳までの青少年が入会できま
す。Interactという名は「国際的活動」
International Actionを意味します（２０１
０年１月の国際ロータリー理事会で、インタ
ーアクターの会員資格の最低年齢が１４歳か
ら１２歳へ引き下げられることが決定しまし
た）。

国際ロータリー第２６６０地区のインターア
クトクラブを持つ学校と提唱クラブは以下の
通りです。

「清風学園」
　大阪南ＲＣ

「大阪桐蔭中学・高等学校」
　大東ＲＣ

「四天王寺高等学校・中学校」
　大阪天王寺ＲＣ

「金光八尾中学・高等学校」
　八尾ＲＣ

「相愛中学・高等学校」
　大阪ＲＣ

「浪速高等学校・中学校」
　大阪帝塚山ＲＣ

「大阪国際 大和田中学校・高等学校」
　守口イブニングＲＣ

My Rotaryにわかりやすい説明が記載されてい
ます。ぜひご一読ください。

https://www.rotary.org/myrotary/ja/exchan
ge-ideas/club-connections/interact-clubs

インターアクトクラブとは

１１月お誕生日お祝い



出　席　報　告

前々々例会　１０月５日分のメークアップ
　谷口会員　１０月１３日　桃園東ロータリークラブ例会出席

移動例会ありがとうございま
した。
家族移動例会で黄檗山万福寺
にお立ち寄り下さりありがと
うございました。
欠席
服部潤承館長様　黄檗山参り
山じゃなかったんですね。美
味な普茶料理ありがとう。プ
ログラム委員会ご苦労様でした。
家族会、服部さんありがとう
ございました。１１月１日よ
り長男文介が不死王閣に帰っ
てきました。６５才での引退
をめざします。
服部さんお世話になりまし
た。岸添さん、ゴルフチャン
ピオンおめでとう。
卓話当番です。誕生日です。
よろしくお願いします。
伏尾ゴルフ倶楽部２０１５年
度シニア選手権優勝しまし
た。家族移動例会欠席おわび
です。
服部会員、家族会有難うござ
いました。ゴマドーフ最高で
した。
移動例会欠席　残念　　
若手会７名多数ご参加ありが
とうございました。
欠席
移動例会　欠席おわび
お花ありがとうございまし
た。結婚していた事を再認識
いたしました。
皆様お風邪ひきませんように
本日、市長の何とか会があり
早退させて頂きます。
前回欠席おわび
移動例会、カメラを忘れまし
た。申し訳ありません。

松室　利幸　　会長…

服部　潤承　　幹事…

池田　吉清　副会長…
ＳＡＡ溝口正孝会員…

岡本　厚　　　会員…

山内　邦夫　　会員…

新田　耕平　　会員…

岸添　広一　　会員…

加藤　光祥　　会員…

中西　博之　　会員…

大塚　信彦　　会員…
奥村　雅一　　会員…
石田　貴子　　会員…

土田名央未　　会員…
高橋　仁　　　会員…

乾　　禎則　　会員…

1403 回 1400 回

Ａ 会員数 33 名 34 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 6 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 19 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ７６．６７％ ８４．３８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年11月2日 2015年10月5日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

合計　23,000円 　総合計 211,500円
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①親睦活動・出席・歌唱小委員会　
　１０月２５日（日）の移動例会は、８：１５に池田
　市役所前集合、８：３０出発後、次の予定です。
　　９：３０～１０：４５　宇治の平等院
　１１：００～１４：１５　黄檗山萬福寺（昼食）
　１４：４５～１５：４５　伏見稲荷大社
　１６：００～１６：３０　キザクラカッパカントリー
　１７：３０　池田市役所前到着
②ゴルフ同好会
　７ＲＣ親睦ゴルフ大会の出欠を再度回覧します。参
　加者は現在５名です。なるべく多くの参加をお願します。

ニ　コ　ニ　コ　報　告

合計　80,000円 　総合計 533,500円

米山奨学生　韓　妍嬌　様

幹　事　報　告

ビ　ジ　タ　ー

委　員　会　報　告

第５回理事会議事録

新田　耕平　会員　昭和２３年１１月２５日
池田　吉清　会員　昭和２３年１１月２９日
高原誠一郎　会員　昭和３８年１１月３０日
新谷　秀子　　様　　　　　　１１月　１日
三好　真由美　様　　　　　　１１月１４日
國司　悦子　　様　　　　　　１１月２８日

日時　２０１５年１１月２日１７時～１８時
場所　池田市民文化会館
　　　レストランコルネット
理　事　数　　９名
出席理事数　　９名

審議事項
第１号議案　市民の森をつくる会入会承認の件
　　　　　　年会費として２，０００円をクラブ
　　　　　　活動渉外費より拠出する。
　　　　　　承認

第２号議案　事務局員新規採用承認の件
　　　　　　１１月より青井奈緒氏を採用する。
　　　　　　承認

第３号議案　クリスマス家族移動例会の承認の件
　　　　　　承認

協議事項
第１号議案　ソウル安岩RCとの姉妹締結延長の件
　　　　　　１１月２１日ソウルにて、田中直前
　　　　　　会長がソウル安岩RCの朴梵鍾氏と会
　　　　　　談し、次回理事会にて報告する。そ
　　　　　　の上でこの件について真摯に検討する。

報告事項　　
（１）　ふれあい広場進捗状況について、加藤理
　　　　事より報告された。
（２）　１０月２５日の家族移動例会の支払いに
　　　　ついて、決算承認前であるが本来前払い
　　　　が原則であったため、請求書が届き次第
　　　　旅行代金を近畿日本ツーリストに支払う。
　　　　決算については持回り理事会もしくは次
　　　　回理事会に上程する。
（３）　２０１６年ソウル国際大会について、大
　　　　阪ナイト等詳細は決まっていないが、１
　　　　２月１５日までに登録すると割引（$440
　　　　→$310）がある。

委　員　会　報　告

①プログラム・会報広報雑誌委員会
　ロータリーの友１１月号について、横組み及び
　縦組み　それぞれの読みどころを解説します。
②ライラ実行委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。


