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＜四つのテスト＞１．真実かどうか 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
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ロータリー財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2270回）

４）年次総会

１）三世代クラブ合同例会 （2271回）

ロータリー賛歌

２）国旗およびロータリー旗に礼

創立47周年記念卓話
髙松

次週（１１月２７日）のお知らせ

貞彦会員

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

社会福祉法人成美学寮

話

次年度理事・役員選挙

寮長

橋本

紹尚

様

５）12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄
福井 興
中川 政照

川原 和彦
橋本 守之
箕村 保

木村 忠夫
福原 哲晃
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は、髙橋俊起さん、森本成俊さん、お二人
の新入会員の初例会出席日です。お二人の入会
を心から歓迎します。今日からロータリアンと
しての活動が、お二人のこれからのライフスタ
イルの中に組み込まれていきます。今、とまどい
と不安を感じておられるかもしれませんが、６
２名の会員は、今日からお二人の仲間です。
私も入会した時、入会４６年の川本先輩から
「小寺君、これから一生、死ぬ迄の付き合い
や！！」と宣言されて握手された時には、エライ
ところに入ったと戸惑いましたが、それから２
８年、皆様と一生のお付き合いをさせて頂いて
います。願わくは、お二人にはできるだけ会合・
行事に参加して頂いて、早く天満橋ロータリー
クラブに融け込んで頂く事を期待しています。
昨晩、ＩＭ６組、会長・幹事の情報交換の場で
ある「睦輪会」の第３回目がありました。当クラ

ブから私と中島幹事が出席致しました。各クラ
ブ会長から、それぞれ活動状況の報告がありま
したが、印象に残った報告がありましたのでご
紹介致します。
大阪城北の角本会長から「自分は会長になっ
てから、努めて退会された元会員に手紙と週報
をお送りしている。」との話で、このことについ
ては、私も就任直後、坂本一民会員より同じ趣旨
のアドバイスを頂いていたので、感銘を受ける
と共に自分の怠慢を反省した次第です。
会場問題については、就任時に１２月中に一
定の結論をお出しすると申し上げておりまし
た。その後、どうなっているのか、とのご意見も
お聞きします。現在、石田道夫委員長の下、検討
を重ねていますので、年内の例会で結論をご報
告できるように致します。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り岸本 良一会員・坂本 一民会員に米山功労
者マルチプルの感謝状が届いておりますので後
程お渡し致します。なお、第54回米山功労クラブ
の感謝状もクラブに届いております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①青少年交換派遣学生の徳岡 虎太郎君から報
告書が届いておりますのでお配りしていま
す。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

64名
48名(59名)
25名
11名

②「2013～2014年度 春のライラ（初級）」の報告
書ならびにＤＶＤが届いておりますので事務
局で保管しております。
③クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数の会員ならびにご
家族のご参加をお願いいたします。
④地区大会2日目終了後にフェスティバルホー
ルにおきましてクラブソング「友と呼べるの
は」を参加者全員で合唱します。ご出席のご返
事を頂いております会員各位におかれまして
は必ず最後まで残っていただきご参加頂きま
す様にお願いいたします。
⑤次週例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑥次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しお願いいたします。
⑦次々週は三世代クラブ合同例会（移動例会）に
なります。ご出席のご返事を頂いております
会員各位は宜しくお願いいたします。なお、当
日の幹事報告は書面にて会報と一緒に配布さ
せて頂きます。
⑧№5・6テーブル情報集会が11月18日（火）18時
からリーガロイヤルホテル「鉄板焼き・焼肉
なにわ」にて開催されます。関係各位よろしく
お願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

御清聴よろしくお願い致します。
地区財団委員会 宮里 唯子
2660地区ロータリー財団委員会副委員長宮里唯
子様本日の卓話よろしくお願い申し上げます。
中川 政照
髙橋さん森本さんの入会を歓迎します。
小寺 一矢
髙橋・森本会員入会を祝して
橋本 守之
髙橋俊起さん 森本成俊さん入会おめでとうご
ざいます。
山本 喬一
髙橋さん森本さん御入会おめでとうございま
す。あわせて6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
中島 清治
髙橋君 森本君入会おめでとうございます。
山田 雅浩

）内は会員総数を基準とした値

11月13日の出席率
81.36％
５週間前（10月16日）の
メークアップを含む出席率 82.76％
メークアップ実施会員
0名（欠席者10名)
髙橋会員 森本会員御入会おめでとうございま
す。
永田 秀次
髙橋俊起さん 森本成俊さんご入会おめでとう
ございます。
仲西 良浩
46ヵ年在籍を自祝して
福井 興
6ヶ月ホームクラブ皆出席の自祝 髙松 貞彦
誕生日自祝とゴルフ小寺会長杯優勝自祝 あり
がとうございました！
田邉 三郎
米山功労賞の受賞に感謝して。
坂本 一民
中島清治幹事にこの度はいろいろとご配慮頂き
ました。
坂本 一民
連続欠席のお詫び
金田 五郎
平成26年11月13日

合計金

91,000円

累計金

887,340円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１２月第１例会のお知らせ
日 時：12月3日（水）19:30～20:50
内 容：「大阪天満橋RC郡様による卓話」
（専門知識開発委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 小城 ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：11月28日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
オニオンスープ、チーズトースト
チキンカツ、マスタードソース
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ
コーヒー

☆☆ 先週（11 月 13 日）の卓話 ☆☆
ロータリー財団月間記念卓話「ロータリー財団と補助金」（資金モデルと補助金モデル）
地区ロータリー財団委員会
副委員長 宮里 唯子 様
ロータリー財団委員会
11月は「ロータリー財団月間」です。
クラブ財団委員長は、会員の財団への理解を深め、寄付増進をはかることが推奨されていますが、なかな
か「寄付集め」は容易ではありません。
世界中のロータリアンの寄付がいかに補助金となって我々地区やクラブに公平に分配され、クラブの奉
仕活動に有益であるかを御理解頂ければ、僅かでも財団委員長の御苦労は軽減されると信じております。
しかし、
残念ながら当地区ではクラブの財団委員長の責務は寄付集めに集約され、
補助金を利用されるの
が社会／国際奉仕委員長である為に、財団理解が一層進まないのが現状です。
そこで、本日は『寄付と補助金』について簡単にご説明させて頂き、クラブ財団委員長の寄付増進の一助
となれば幸いです。
【寄付の種類】
寄

付

概

要

年次基金

日本の目標は一人当たり＄150
3年後、全額プロジェクトに使用される
3年間の投資収益は財団の運営費へ

恒久基金

元金は基金として積み上げる
投資収益は一般管理費、あるいはDDF、WFにも使用される

使途指定寄付

ポリオ･プラスへの寄付やGGプロジェクトのクラブ拠出金

認

証

（マルチプル）
ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

（注）DDF=地区財団活動資金

WF=国際財団活動資金
GG＝グローバル補助金

【シェア・システム】
年次基金を3年運用し、その収益で財団を運営する資金を得ると同時に、地区にとってもクラブのプロ
ジェクトや活動を計画・支援する為に重要な意味をもちます。
1年目：寄付額が確定し、3年後のプロジェクトや活動への金額が確定
2年目：計画年度
3年目：実施年度
【補助金モデル】
「地区補助金」と「グローバル補助金」がありますが、両補助金とも人道的奉仕活動、奨学金、職業研修
に利用いただけます。概要は以下の通りです。
地区補助金
短期で小規模な活動
地元でも海外でも利用できる

グローバル補助金
6重点分野に関連する活動
成果が持続可能で測定できる
実施国にロータリーが必要
プロジェクトが3万ドル以上

【補助金申請のための資格認定】
クラブが補助金を利用する為には、世界中のロータリアンの寄付が公正に利用・管理される事
を目的として、毎年資格認定を受ける必要があります。
地区財団委員会が主催する補助金管理セミナーに最低1名のクラブ会員が出席し、そして覚書
（資金管理の要件）に署名し、提出することで認定を受ける事ができます。
当地区の資格認定は毎年2月に実施されています。
【2014-15年度の地区補助金】
分配額
プロジェクト総額

クラブ負担額

40万円以上

申請額と同額以上

補助金

人道奉仕
奨学金

20万円～60万円

職業研修
人道的国際奉仕

20万円～100万円

（地区補助金額は、前年度のクラブの一人当たりの平均年次基金寄付が$150に満たない場合、10～20％減額されます）

申請スケジュール（予定）

2月

補 助 金 管 理 セ ミ ナ ー に 参 加 し、覚 書 に 署 名（資 格 認
定）

3月01日～4月30日

クラブは申請書を地区財団補助金小委員会に提出
受付順に第一次及び最終審査

5月初旬

TRFへ申請するかどうかクラブへ報告
地区からTRF(ロータリー財団)へ一括申請

7月以降

TRFより地区へ入金が有り次第、クラブへ補助金交付

2015年

大林芳郎

ロータリー讃歌

作詞

津田宗三郎

大阪ＲＣ

作曲

こころ

奉 仕 の 精神

て

ロータリー

っ

誠意と友愛

立

ロータリー

に

ロータリー

義

一 つ に 結 ぶ

ロータリー

徳

世 界 を

ロータリー ロータリー

