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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 リ財 団月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）卓 話

（2527回）
創立53周年記念卓話

次週（１１月１９日）のお知らせ
１）例

会

（2528回）

２）卓

話

「４月から７ヶ月」
森本 成峻会員

「ロータリー過去・現在・未来」
郡 悦清会員

☆☆ １１月度の在籍表彰 ☆☆
6ヵ年 森本 成峻
5ヵ年 柳澤 興平
2ヵ年 二宮 彰久

6ヵ年 髙橋 俊起
3ヵ年 西原 潔
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

本日は、２点の報告があります。
１点目は、昨日、髙橋幹事と一緒に本年度第３
回目の六輪会に参加してきました。六輪会は、地
区のIM６組に所属するクラブの会長、
幹事の集ま
りです。本年度は大阪大手前ロータリークラブ
がホスト役を務めていただいており、帝国ホテ
ルを会場にして開催いただいています。昨日は、
大阪RCの堀会長から、
コロナ禍の現状とその後の
社会の在り方についてご講演をいただき、その
後懇親会となりました。懇親会では、フェイス
ガードやマスクの着用や、円卓を４人掛けで着
席するなど、十分な感染予防対策を取って行わ
れました。その中で、各クラブ会長から上半期の
活動報告の場をいただきました。各クラブとも、
現在の状況に苦労されていることが垣間見えま
した。ただ、大阪平野ロータリークラブは、拡充
に力を入れられていて、既に６名の新入会員の
確保につなげられていることが報告されまし
た。当クラブも、改めて皆様のご協力をいただ
き、５０名に戻したいと考えておりますので、宜

しくお願い致します。
２点目は、当クラブ恒例になっているクリス
マス家族会の件です。先月の理事会において、ご
家族をお招きすることは止めにして、新入会員
の歓迎会を前提として会員のみの忘年会という
形で開催させていただくことと致しました。何
卒多くの皆様のご参加をお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて11月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
③本日例会終了後に記念写真撮影を行いますの
で宜しくお願いいたします。

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

二十四ヶ年在籍自祝
石田 道夫
コロナ禍の中、無事７７才を迎える事ができま
した。健やかな日々を送りたいものです。
川原 和彦
地区ロータリー財団委員会岩佐委員長ご来訪あ
りがとうございます。
国際奉仕委員会
地区ロータリー財団委員会岩佐委員長様、明石
次年度委員長様本日宜しくお願い致します。
石田 道夫

☆☆ 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

１名
４名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
31名(38名)
18名
7名

連続欠席のおわび
井戸 幹雄
長期欠席おわび！
福原 哲晃
例会欠席続きをお詫びします。
川原 和彦
中川会員大変お世話になりました。 石田 道夫
令和2年11月5日
合計金
53,000円
累計金 1,150,000円

☆☆ 先週（11 月 5 日）の卓話 ☆☆
「財団寄付と認証」
地区ロータリー財団委員会
資金推進小委員会 委員長 岩佐 嘉昭 様
国際奉仕委員会
大阪天満橋ロータリークラブの皆さんこんに
ちは！ 財団月間の卓話ということでお呼び頂
きまして有難うございます。私は地区ロータ
リー財団委員会 資金推進を担当しております、
東大阪ロータリークラブの岩佐嘉昭でございま
す。
本日は大阪天満橋ロータリークラブの皆様方
に財団寄付に関する、より一層のご理解を賜り
ますようお話を致します。どうぞ宜しくお願い
致します。
まず、当地区の財団委員会が掲げております
寄付目標額ですが例年通り、年次基金寄付／会
員１人あたり ＄１５０以上、ポリオプラス基
金寄付／会員１人あたり ＄５０以上、そして
恒久基金寄付として 各クラブ（ベネファク
ター）＄１．０００として１会員1人以上であり
ます。
大阪天満橋ＲＣさんの実績は、2017-18年次基
金＄１５９、ポリオ＄５１、2018-19年次基金＄１
５８、ポリオ＄５２ , 2019-20年次基金＄１５９,
ポリオ＄５０でした。
ベネファクターも毎年／1名。いずれも目標を
超えておられてます。感謝申し上げる次第です。
有難うございます。
そのご寄付に対しては、公益財団法人ロータ
リー日本財団から税制上の優遇措置（所得控除
または税制控除）があります。（ＰＰＴご参照）
財団寄付の分類としては、年次基金寄付・ポリ
オプラス・恒久基金寄付・ロータリー災害救援基
金があります。オンラインによる寄付につきま
しては、My Rotaryをご参照ください。財団寄付の
認証につきましても皆様方がご自分でＭｙ Ｒ
ｏｔａｒｙからご覧頂けます。
次にＲＩＤ２６６０財団資金配分状況（地区
で使用可能なＤＤＦ）収入としましては、年次基

）内は会員総数を基準とした値

11月5日の出席率
81.58％
５週間前（10月8日）の
出席率 85.00％
0名（欠席者6名)
金寄付３年前の５０％、恒久基金からは使用可
能な収益の５０％、前年度からの繰入額です。支
出であります寄贈分野は、ポリオプラス（追加含
む）、ロータリー平和センター、クラブ奉仕活動
のための補助金（地区補助金・グローバル補助
金）があります。この他グローバル奨学生への支
援があります。
そして安定的な私たちの奉仕活動のために
ポールハリス・ソサエティ（ＰＨＳ）があります。
入会を宣言→入会承認→年度内に＄１，０００
を寄付する。＄１，０００を一括でも勿論結構で
すが、分割で可能です。クレジット登録をして、
毎月＄８４の引き落とす方法もあります。今後
の私たちの素晴らしい奉仕活動をより充実させ
る意味で、皆様方のご理解とご協力をお願いす
る次第です。

各クラブ休会情報
地区のホームページで地区内全クラブの最新
休会状況をいつでもご覧いただけます。
メークアップに行かれる際は、不可や事前予
約が必要なクラブもございますので、ご確認下さ
いますようお願い致します。

ここをクこリッ
ク
ここをクリック

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
帆立貝のフランを添えた茸と栗のスープ
ミックスグリル(豚フィレ肉、鶏腿肉、
フランクフルトソーセージ)
ホワイトチョコレートとレモンのタルト、
バニラアイスクリーム添え
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター
コーヒーまたは紅茶

