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2014年2月5日
第1046回（本年度 第28回）例会

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんばんは。上半期新入会員の方は木村さん、村上さん、藤
本さんの3名の方です。本日は3名の歓迎会となっております。皆さま、今
宵は楽しく過ごしたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

　昨日、RI6組睦和会の会長幹事会がございましたのでご報告させ
て頂きます。

　大阪RCに2名の女性の方が上半期で入会されました。本来は女性
会員の入会はお断りをしているのですが、この度は条件を提示しての
入会へと至りました。条件と致しましては、引き継ぎ等の変更する場
合のみ入会を許可するということになっております。全日空と日本航
空の責任者の方が女性幹部であり、その2名の方が入会されました。

当初は反対派と賛成派に分かれましたが、結果的には賛成派が優位

本日のプログラム

次回 2/12 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　杉村 雅之 会員
■第1回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第9回 2月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会　委員長
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2014-15年度第1045回（第27回例会）
幹事報告 (1/29)

幹事  辻　 義光

■来週2月5日（木）は委員会報告です。各委員長よろし
くお願いします。

■2月12日（木）の卓話は杉村会員です。よろしくお願い
します。

■地区より「米山奨学生終了者歓送会のご案内」が来て
います。
　2015年3月末奨学期間終了奨学生、および指導教
官・カウンセラー会員・会長・米山委員長・地区米山関
係者・米山学友会代表を含めた歓送会を開催します。

　1．日時　2015年2月28日（土）16：30～19：30

2．場所　ハイアットリージェンシー大阪　ザ・ゲスト
ハウス「ハーモニー」

■2015-16年度IM6組、松川雅典ガバナー補佐の訪問
日についての可否のお伺いがきています。当クラブへ
は8月6日（木）となっておりますが、日程変更を希望
の場合、2月20日（金）までに希望日をFAXでご連絡く
ださい。嶽下会長エレクトよろしくお願いします。

になり入会へと至りました。大阪RC会長が仰ってい
たのは、年配の会員は賛成派が多くいましたが、若手
の会員が反対派多数となったそうです。これから益々
女性会員がRCへの入会が増えてくると予想されま
す。6組で女性会員がいらっしゃらないのは大阪東
RCのみです。大阪RCが入れば、大阪東RCへも自然と
そのような流れになって来るのではないかと思って
おります。

　睦和会RI6組の大阪RC、大阪東RC、大阪城東RC、
大阪大手前RC、大阪城北RC、大阪天満橋RC、大阪鶴
見RC、大阪淀川RC、大阪東淀川RC、大阪新大阪RC、
茶屋町RC、そして大阪中之島RCでありますが、ほと
んどのクラブに１名～9名の増員がされております。

我がクラブは3名の方の入会でしたが、下半期は2名
の方が入会予定ということを情報として把握しており
ます。あくまで情報であり確定ではございません。皆
さまもご友人等で入会頂ける方を募って頂きまして、
ご協力賜ります様宜しくお願い致します。

■地区より「2014-15年度大和川・石川クリーン作戦」
のご案内が来ています。
　これは地区ローターアクトが推進するサポートシステ
ムの一環として、RI会長が推進するローターファミ
リーの下、地区社会奉仕委員会と共同で献血活動に
引き続き、「大和川・石川クリーン作戦」を開催します。
清掃作業希望の会員は2月20日（金）までにガバナー
事務所に登録してください。

　1．日時　2015年3月1日（日）9：45～11：00

2．場所　大和川（浅香山浄水場北側集合）、大阪市
住吉区山之内西公園のいづれか

1月18（日）、米国サンディエゴで開幕した国際協議
会で、K.R.ラビンドラン国際ロータリー会長エレクト
（スリランカ、コロンボ・ロータリークラブ会員）が、
2015-16年度のテーマ「世界へのプレゼントになろ
う」を発表しました。

また、「次年度、信念、情熱、才能を捧げるだけでな
く、皆さん自身を世界へのプレゼントとして捧げて
下さい」と述べられています。

2015-16年度テーマ 会長エレクト 嶽下 勇治

●誕生日
安達 昌弘 ［17日］
岡本 啓吾 ［22日］
村橋 義晃 ［25日］

●結婚記念日
岡本 啓吾 ［  7 日］
西田 末彦 ［11日］
辻　 義光 ［15日］
杉村 雅之 ［16日］
井戸本 泰次 ［18日］

Congratulations!2月のお祝い2月のお祝い



上半期新入会員歓迎会
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ニコニコBOX29
1

下岡：新入会員歓迎会、皆さん楽しくいきましょう
嶽下：ニコニコ
山本：新人歓迎会、楽しみましょう
辻（義）：ニコニコ
吉田：ニコニコ　
早瀬：新入会員の皆様、大歓迎ニコニコ
針谷：木村さん、村上さん、藤本さん入会有難うござ

います。歓迎いたします。
高島：前期ご入会の皆様、大阪中之島のために頑

張ってください。
犬飼：木村さん、村上さん、藤本さん末永くよろしく
小林：久しぶりの夜例会、ニコニコ
北村：新入会員歓迎会！楽しみましょう！
井戸本：新入会員の皆様を歓迎してニコニコ
村上：本日は有難うございます。ニコニコ
木村（佳）：今日はお世話になります。ニコニコ
岡本：新入会員の皆様、よろしくお願いします。
栗山：ニコニコ
杉村：木村さん、村上さん、藤本さんよろしくお願いし

ます。
藤本：歓迎会、よろしくお願いします。

本日合計 : ￥43,000
累　計 : ￥1,104,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 21名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 72.41%
1月8日の修正出席率 86.20%

●本日のゲスト
名誉会員 平本 道昭 様

地区よりの委嘱状を受ける高島会員

●メイクアップ
井戸本 泰次   1 月  9 日 大阪城南RC

1月24日（土）薬業年金会館にて第2回クラブ国際奉仕委員長会議
が開催されました。現JOCA会員、海外青年協力隊OBにより、人道
的国際奉仕活動の必要性：「現地での活動経験」がお話しされ、ま
た2660地区安井一男国際奉仕委員長より「地区補助金を利用し
ての人道的国際奉仕活動の進め方」について説明されました。

「地区補助金」D.G=District Grants

国際ロータリー財団より一括配分され、2660地区が裁量権を持ち、
管理分配できる補助金です。1人当たりの前年度の年次基金寄付
実績により

　$99以下…基本金額×80％

　$100～149…基本金額×90％

　$150以上…基本金額×100％

地区補助金が支給される国際プロジェクトとは？

　①人道的国際奉仕プロジェクト
　　…海外で実施される人道的プロジェクト

　②海外留学生への奨学金の支給

　③海外への職業研修チームの派遣

地区補助金の条件と授与額

＊プロジェクト総額が40万円以上であること

＊クラブが申請額と同額以上を拠出すること

＊クラブはプロジェクト総額の50%を補助金として授与すること
ができる

　補助金の額は最大100万円まで

補助金の授与の為の手続きとスケジュール

①2月28日（土）14：00～17：00、OMMビルにて開催の地区
ロータリー財団「補助金管理セミナー」に出席して覚書
（MOU）に署名をお願いします。

②3月1日（日）～4月30日（金）に所定の申請書に内容、金額等
を記載し見積書も添付し地区財団補助金小委員会に提出し
てください。…審査を受けます

地区補助金の予算が消化され次第受け付けは締め切られます。

③7月末頃補助金が各クラブに振り込まれます。

④プロジェクトを実施します。
＊プロジェクトは年度内に完了してください
＊奨学金は1年以内に授与期間で年度内に限らず

⑤補助金受領後6か月以内にプロジェクトの最終報告書を提出。
まだ完了していない場合は代わりに中間報告書の提出すること。

地区補助金を利用しての人道的国際奉仕
プロジェクトについて 国際奉仕委員会 檜皮 悦子

台湾、貧困家庭の生徒への個別補習授業の
グローバル補助金が承認されました

大阪中之島RCグローバル補助金委員会 檜皮 悦子

先日、2月3日にロータリー財団本部（TDF）よりグローバル補助
金の申請書承認の連絡を頂きました。約500万円の補助金を頂
く事になり大阪中之島RCは代表提唱クラブとして、プロジェクト
に参加することになりました。下記の英文は承認書の一部です。

Dear Rotarian
Congratulations! Your global grant application for funding 
to Spread Love to the Needed: Remedial Tutoring Project 
for Students from Economically Disadvantaged Families, 
submitted by RC Taipei Fuling and RC Osaka-Nakanoshima, 
has been approved by The Rotary Foundation. The award 
is in the amount of $45,015.


