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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 11月5日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 11 月 ）

ロータリー財団月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年11月12日
第1083回（本年度 第18回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 つれづれなるままに
小林 俊明 会員
■12月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 11/19 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー賛歌」
:
●卓話 台湾論Ⅱ
木村 眞敏 会員

皆さんこんにちは
本日は、11月がロータリー財団月間ということで、地区ロータリー財
団資金推進委員会の四宮委員長にお越しいただいています。四宮委
員長、後ほど卓話でのご指導よろしくお願いいたします。
そして、本日
のお客様米山奨学生の楊さんようこそお越しいただきありがとうござ
います。
どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
先週の日曜日には、
ガバナー杯野球大会がありました。絶好の野球日
和の中、試合は2連敗でありましたが、
チーム一丸となって本当に素

高島会員、
よろしくお願いします。
同日18：00より新大阪ワシントンプラザ2F「 紅梅の
間」にて睦輪会が開催されます。会長・幹事が出席い
たします。
■11月28日（土）は支援事業：成美学寮餅つき大会で
す。沢山のご参加宜しくお願いいたします。
■12月3日
（木）
は坂本会員の自己紹介です。
坂本会員宜しくお願いいたします。
辻一夫国際奉仕委員長よりソウル国際大会のPRが
ございます。
■2016〜17年度の地区委員会出向者の募集案内を

晴らしい内容であったと思います。
選手及び応援をして
いただきました皆さん方には、
心から感謝申し上げます。
さて、皆様方もご存じのとおり11月はロータリー財団
月間であります。財団につきましては四宮委員長が
卓話でお話されますので控えさせていただきますが、
ロータリー財団に対するご協力をよろしくお願い致
します。
本日の「奉仕の一世紀」は、
「ロータリーの歯車「につ
いてであります。1929年のダラス大会で承認される
まで、
それまでは各クラブ独自の図案でシンボルとし
ていました。統一されるまでのことを掲載しています。
ぜひ一度目を通していただければと思っています。
次週は、いよいよ、
「ロータリーとは何か？」
ということ
について書かれています。
ご期待をいただければ幸
いです。
以上で会長の時間を終わります。
ありがとうございま
した。

幹事報告 (11/5)

2014-15年度第1082回（第17回例会）

幹事 檜皮 悦子

■今月、11月はロータリー財団月間でございます。卓話
にロータリー財団 資金推進小委員会 四宮委員長に
お越しいただきます。
次年度理事・役員候補の発表がございます。
■11月12日
（木）
は小林会員の卓話です。
小林会員宜しくお願いいたします。
例会後、第6回12月理事会が開催されます。理事役員
の方々ご出席宜しくお願いいたします。
■11月19日
（木）はは下岡会員の卓話ですが木村眞敏
会員が代理卓話をされます。
木村会員よろしくお願いします。
■11月22日は（日）は第一回会長杯ゴルフコンペです。
ご参加宜しくお願いいたします。
■11月26日
（木）はVTTチームリーダーの高島会員が
［VTT実施について］
お話されます。

頂きました。出向者を推薦する地区委員会はクラブ
奉仕拡大増強・広報・職業奉仕・社会奉仕・青少年活
動・ローターアクト・インターアクト・青少年交換・国際
奉仕・ロータリー財団・米山奨学です。
公募期間は10月22日
（木）〜11月20日
（金）
になって
おります。
■11月21日（土）
（ 12：30〜17：00）
コングレコンベン
ションセンターホールA（グランフロント大阪 北館
B2F）
にてRotary Day：国際ロータリー2660地区 第6
組 Intercity Meetingが開催されます。
ホストクラブは
大阪天満橋RCで「拉致問題から見える日本の姿」の
テーマで開催されます。
沢山のご出席、宜しくお願いいたします。
■12月4日
（金）〜5日
（土）
は国際ロータリー第2660地
区2015〜2016年度地区大会でございます。
第1日：2015年12月4日
（金）
リーガロイヤルホテル3階

光琳の間

17：30〜20：00

登録受付

18：30〜21：00

RI会長代理ご夫妻晩餐会

第2日：2015年12月5日
（土）
大阪国際会議場 5階メインホール
10：30〜12：00

登録受付

11：00〜12：00

夢のDuo・Concert

13：15〜15：00

本会議

15：00〜16：40

特別symposium

16：45〜17：30

本会議・閉会

本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。
※当日混雑が予想されますので、後日幹事のほうか
ら集合場所を連絡させていただきます。
■My Rotary 登録に関するセミナー
11月17日
（火）16時から17時までガバナー事務所に
てMy Rotaryの登録方法についてのセミナーがありま
す。
セミナー申し込みご希望の方は幹事までご連絡く
ださい。My Rotaryにご登録いただくことでロータ
リーの活躍や地区・クラブ運営に必要な情報やデー
ターを随時入手できるシステムです。

ロータリー財団って？

講師：ロータリー財団資金推進小委員会 委員長

四宮 孝郎 様

研修と地域動員
●疾病予防と治療に関する研究の支援
③安全な水の提供
全世界で26億人の人々が安全な衛生設備がない
状況で暮らしており、
その内約9億人が安全な飲料
水を利用できない環境下にあります。
このため220
万人の子供たちが毎年下痢を伴う疾病により命を
落とすと言われています。
水と衛生に係るロータリー財団の取り組みは以下
のものです。
●公共設備（安全な飲料水、基本的衛生設備）
の

財団の使命
ロータリー財団により、
ロータリアンが活動している
地理的な範囲は国連より広く、その使命は人々の健
康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
することにより、世界理解・親善・平和を計るものです。
6つの重点分野
①平和と紛争予防／紛争解決
③水と衛生
率向上

④母子の健康

②疾病予防と治療

⑤基本的教育と識字

⑥経済と地域社会の発展

①平和の推進

増加
●水と衛生の設備を管理する地域社会の能力の
強化
●地域住民を対象とした安全な水、衛生設備、公
衆衛生に関する研修の提供
●水と衛生に関する研究の支援
④母と子供の支援
発展途上国では妊娠と出産時における合併症等に
より、毎年53万人を超える母子が命を落としていま
す。
ロータリー財団は出産のためのよりよい設備の

平和的な方法で争いを解決するために、財団の取

提供や、妊婦・子どもに対する予防接種および医療

り組みとして以下のものがあります。

ケアを行う活動をしています。

●地域社会における平和活動の強化
●争いを防ぎ、
また仲介できる、地域社会のリー
ダーの育成
●紛争の影響下にある地域での、長期的な平和
構築の支援
●紛争の危機下にある人々
（特に子どもと若者）
への支援
●平和と紛争解決に関する研究の支援
②疾病との戦い
毎年感染症が原因で1,400万〜1,700万人が命を
落としていますが、その大部分は発展途上国に発
生しています。
これらとの戦いに取り組むため、以
下の取り組みで活動しています。
●地域社会の保健従事者に対する能力向上支援
●HIV／エイズやマラリアなどの主要な感染症
の拡大防止
●地域社会における保健インフラの強化
●主要感染症の拡大防止を目的とした地域での

この重点分野の取り組みは以下のものです。
●5歳未満の児童死亡率の低減
●妊産婦の死亡率の低減
●母と子が利用できる基本的医療サービスの改
善と、訓練を受けた保健従事者の増加
●母子の健康に関する研究の支援
⑤教育の推進
基本的教育を受けられない子供は7,500万人いる
と言われ、成人においても全世界で4人に1人が読
み書きできないのが現状です。
特に女性はその割合が高く、性差別・民族性・社会
の不安定等の要因が教育の機会を奪っており、そ
れに対する取り組みが財団に求められています。
●質の高い教育を子どもたちに提供するための
支援
●教育における性差別の解消
●成人の識字率向上

●経済と地域社会の発展に関連する研究を支援
する
寄付の対象
1）年次基金
2）恒久基金
3）ポリオプラス基金
4）特定の活動分野
5）特定のプロジェクト
以上の5種類の寄付がありますが、その中で「年次基
金」はロータリーの現在の活動を支援する為に必要
なものであり、
「恒久基金」
はロータリーの未来を支え
るために必要なものです。
「年次寄付」
は1人当たり150ドル以上を目標にしてお
り、
ポリオ基金は1人当り50ドルを目標としています。
また「恒久基金」への寄付は1,000ドル以上でベネ
ファクターの称号が与えられます。
また毎年1,000ドル以上の寄付（年次基金・ポリオ基
●基本的教育と識字率向上に取り組む地域社会
の能力を向上させる支援
●基本的教育と識字率に関する研究の支援
⑥地域社会の経済発展
1日1ドル25セント以下の貧困下で暮らす人々は世
界で14億人います。職業研修プログラム等を通じ
て地域経済の活性化のため、財団の取り組みは以
下のものです。
●貧困地域で、特に女性を中心に、地元の企業
家およびリーダー育成の強化
●仕事の機会を、特に若者のために創出する
●経済的発展を支援するために、地域団体と地
域のネットワークの機能を高める

2015-16年度 指名委員会による候補者

金）
を申し出して頂くことにより、ポール・ハリス・ソサ
エティ
（PHS）のメンバーになることが出来ます。現在
当地区でも21名のメンバーが誕生しています。
ロータリー財団は米国格付け機関による評価で最高
位にランクされ、寄付の90.8%は奉仕プログラムに使
われています。その財務の信頼性も非常に高いもの
があります。財団への寄付は所得税制上の優遇措置
の対象であります。
終わりに
ロータリー財団への寄付はロータリアンが全世界で
様々な活動をする時、
より一層効果的に行うための補
助金の原資となります。皆様の奉仕活動がより一層有
意義なものになるためにも、財団の補助金の利用を
強くお勧めします。

米山奨学生

米山奨学生

楊 宜 （ヨウ ギセン）

皆様､こんにちは。
いつもお世話になっております。
ありがとうございます。

▲お誕生日のお祝い：左より木村 佳弘会員・下岡 陽一郎会員・
村上 俊二会員・山本 肇会員・嶽下 勇治会長

11月14日のスピーチコンテストに出られなくて申し訳
ございません。前は､コンテストと大学院の受験両方の
準備ができると思っていました。頑張っていますが､試
験の日が近くなってくると、
もう一層の準備不足を感じ
ました。
ですから、
コンテストに出るのはちょっと難しいと思いま
す。本当に、
申し訳ございません。
日曜日の留学試験や来週のToeicテストやこれからの大
学院入試にいい成績を取られるように頑張ります。
▲事務所創立記念日のお祝い：左より犬飼 直之会員・下岡 陽一郎会員・
嶽下 勇治会長

皆様の暖かい応援を感謝しております。
ありがとうございます。

本日のメニュー

▲結婚記念日のお祝い：左より村橋 義晃会員・村上 俊二会員・
下岡 陽一郎会員・高島 凱夫会員・嶽下 勇治会長

戸田会員、テレビ出演予定
先

附 秋刀魚南蛮揚げ

玉葱

人参 ピーマン

久しぶりにホンマでっか!?レストラン：鮭茶漬け編の
収録に行ってきました。

黄味酢掛け くこの実

放送は、
11月18日
（水）
21時からフジテレビ系列です。

造 り

鮪

蓋

物

海老芋 ヒロウス 粟麩和蘭煮

焼

物

鰆西京杉板焼

今回の収録では、料理人の桝谷周一郎さんが昔か
らサンマさんのファンであった逸話や植木先生から
離婚していたという発表があり、門倉先生が動揺す
るなどの見どころが多く、僕の話は1つしか放送され
ないと思いますが、時間があれば観てやって下さい。

烏賊 あしらい一式

海老芝煮
食

事

白御飯

鰻八幡巻

檸檬

香の物

玉子松風

酢取生姜
赤出汁

青味

花人参
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ニコニコBOX

嶽下：本日はロータリー財団の資金増進委員会の四
宮様、卓話よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
村橋：本日の卓話、四宮さんよろしくお願いします。
檜皮：四宮委員長、卓話宜しくお願いします。
野球同好会の皆様、お疲れ様でした。楽しい思
い出です。
会長、伊賀肉ご馳走様でした。
井戸本：ニコニコ
辻（一）
：ニコニコです
吉田：四宮委員長、卓話よろしくお願いします。ニコニ
コ
早瀬：月初ニコニコ
福田：月初めです。ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：四宮様、本日よろしくお願い申し上げます。
北村：ホームクラブ欠席のお詫び
村上：ニコニコ

坂本会員の紹介者である北村会員に対し、
国際ロータリーよりピンバッジが送られました。

辻（義）
：ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ
岡本：先日は娘の結婚式無事終わりました。過分なお
祝いを頂き有難うございました。ニコニコ
戸田：四宮委員長、卓話よろしくお願いします。
栗山：ニコニコ
杉村：四宮委員長有難うごあいます。
よろしくお願い
します。
坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥71,000
累
岡本会員がお嬢さんのご結婚のお祝いに対する
感謝を述べられました。

●本日のビジター
ロータリー財団資金推進小委員会 委員長
四宮 孝郎 様

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥981,000

33名
6名
1名
26名
6名

出席率
10月8日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
90.62%
96.62%

0名
0名
0名
0名

●本日のゲスト
米山奨学生

楊

宜

様

●メイクアップ
藤本 淳司 10月12日
井本 万尋 10月12日
岡本 啓吾 10月12日

ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会

