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平和と紛争予防／紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1140回（本年度 第28回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 3/2 のお知らせ

♬SONG : 「ひな祭り」
●卓話　肥後座頭琵琶
　講師　片山 旭星師 様
　早瀬 道圓 会員
■臨時総会　
　13：30～

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　やる気が100倍変わる
　講師　堀内 裕一朗 様
　井戸本 泰次 会員 2月14日に職業奉仕委員会活動として、裁判員裁判傍聴体験に21名

の会員が参加し、初めて法廷での裁判の臨場感を感じながら、殺人
罪という最も重い罪に対する司法の裁きがどの様に進められるのか
を体験させて頂きました。お世話頂いた満村職業奉仕委員長に改め
て感謝申し上げます。

2月23日13時30分から、予てよりご説明している大阪中之島基金規
程承認の件について臨時総会を開催致します。事前に配布している



2016-17年度第1139回（第27回例会）
幹事報告 (2/16)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■2月16日（木）
本日は国際奉仕委員会クラブフォーラムです。栗山
国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

■2月23日（木）
早瀬会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後13：30より臨時総会を開催致します。
会員の皆様全員のご出席を賜りますようお願い申

規程案等の資料をご賢察の上、ご自身の判断にて、
ご承認を頂きたいと思います。

次年度にクラブ創立25周年を迎え、記念事業として
インターアクト設立の準備計画を進めています。新た
な奉仕事業を立上げていく為には、活動資金や会員
の協力が不可欠であり、必要となる環境を整える為
の準備を進めてまいります。

今年度の規定審議会にて採択された改定案に基づ
き、クラブ定款、細則の改定手続を進めています。RI
と地区、地区とクラブ、クラブと会員がロータリーとし
て整合性を保ちながら、良い姿を求めていきたいと
考えております。

し上げます。

■3月2日（木）
井戸本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いい
たします。

■3月9日（木）
井本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第2回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第10回4月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■3月16日（木）
木村眞敏会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■3月23日（木）
北村会員の卓話です。（代理卓話として木村眞敏会
員）ご準備よろしくお願いいたします。

地区委員会、その他の報告です。

■IM6組 会長・幹事会（睦輪会）
日時：2月28日（火）　18：30～
会場：ヒルトン大阪

■大阪天満宮観梅（大阪天満橋ロータリークラブ様
のお世話）
日時：3月2日（木）
　　 16：00より盆梅店見学　17：00より亀の池
会場：大阪天満宮
会費：6,000円

■IM6組ロータリーディ
日時：3月4日（土）　12：30～16：30
会場：ホテルニューオータニ大阪　鳳凰Sの間
ホストクラブ：大阪城東ロータリークラブ

■米山感謝祭
日時：3月4日（土）　18：00～20：30
会場：KKRホテル大阪　14階オリオンの間

■2017-18年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）
日時：3月11日（土）　13：00～16：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：会長エレクト



国際奉仕委員会クラブフォーラム

栗山 博道 委員長

国際奉仕委員長 栗山 博道

今年の国際フォーラムは吹田西ロータリークラブより、
地区国際奉仕委員長木田昌宏様、くずはロータリー
クラブより初木賢司様をゲストとして迎えました。

まず30分木田様に国際奉仕について卓話を頂き、そ
の後15分間、「今後どのような国際奉仕を行いたい
か」というテーマでテーブルディスカッションした後、
各テーブルの代表より発表していただきました。今後
の国際奉仕の在り方について活発な討議ができたと
感じました。

地区国際奉仕委員会委員長
木田 昌宏様（吹田西ロータリークラブ）

地区国際奉仕委員会委員
初木 賢司様（くずはロータリークラブ）

国際奉仕こそがロータリークラブのすばらしさではな
いかと思いますので、皆様にも共感していただけたら
と思います。

最初は、ロータリークラブの歴史からお話をしたいと
思います。

1905年　ロータリークラブが誕生しました。

1910年　ロータリークラブがアメリカ以外の国の
カナダで誕生しました。

1914年　第一次世界大戦に、イギリスとアイルラ
ンドで戦争避難民救助活動をしたこと
で国際奉仕の芽生えが出来ました。

1917年　アーチクランフ氏がロータリー財団の
前世、国際ロータリー連合会基金を設
立しました。

1922年　ロスアンゼルス大会にて、ロータリーの
綱領として明文化されました。

1928年　ロータリー傘下の別組織のロータリー
財団が誕生しました。

1945年　歴史上特筆すべき国際奉仕活動は米国
国務省からロータリアンが49名国連憲
章作成に参加

国際奉仕の目的

2013年に「ロータリー綱領」が「ロータリーの目
的」として変更内容の訳文も改正されました。

「奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する
こと。」

ここまでは、ロータリークラブが歴史上に於いても
国際奉仕活動をなくしてありえないことを説明さ
せていただきました。

国際奉仕の分野は4つの項目に振り分けられてい
ます。

1．人道的国際奉仕、2．国際レベルの教育・文化活
動、3．特別月間と催し、4．国際的会合の4点です。

が、私たち地区国際奉仕がうけもつ1番目の人道
的国際奉仕を説明いたします。

この歴史的背景として、ロータリーの歴史初期、人
道的補助活動主体とする国際奉仕の概念はありま
せんでした。が、1914年から18年に勃発した第一
次世界大戦中に難民、傷病兵、服役軍人に対する
ボランティア活動や物資援助が始まり、マンパワー
や技術の提供だけでは実効が上がらない活動に
ジレンマが生まれました。

「ロータリアンの信仰を持って理解・親善・平和を
推進する」のが、国際奉仕の目的であり、金銭的援
助を伴う世界奉仕活動はロータリーの発展を阻害

する」という意見もありました。

1966年には、それまで財政援助を禁じていた「決
議20-12」が撤廃となり現在の金銭的援助を伴う
国際奉仕が可能となりました。

現在では、この歴史的背景から更なる発展を遂げ、
6重点分野としてテーマが絞られてきました。

次に、国際奉仕事業を行ううえでの資金調達の方
法を次に説明します。

人道的国際奉仕活動の資金調達

①個人寄付

②クラブ寄付

③地区財団活動資金DDF

④地区補助金DG

⑤グローバル補助金GG

具体的事業例紹介

これは、私の所属クラブ吹田西ロータリークラブの
地区補助金事業の事例です。

友好クラブ タイ国ナコンパノムロータリークラブと
の関係を深めながら共同事業を行うにあたりクラ
ブ拠出金から始まって地区補助金を使った事業に
なるまでをご紹介します。

この事業は、私の所属するクラブの国際奉仕活動
で「クリーンウォータープロジェクト」名づけており
ます。

私が参加したのは、2010～11年度の代表団とし
て来訪したときからでした。

当クラブとして代表団を結成し、往訪しました。　

ナコンパノムRCの所在地は、タイの東北地方に位
置し、ラオスとの国境のメコン川を挟んだ対岸です。
バンコクから約750kmの距離です。

ナコンパノム県は、学校の水道水を町ぐるみで使
用していますが、水は出るものの水質が悪く飲み
水として使えるとは思えませんでした。

この状況を知った当時のメンバー方は、浄水シス
テム（浄水器及びチラー）を取り付けることで、衛
生的なきれいな冷水を供給することを事業目的と
し、プロジェクトに取り組みました。

資金調達の方法を勉強することが大切です。

地区補助金の要件

1番目としまして、参加資格の認定＝補助金管理セ
ミナー及び覚え書き（MOU）の作成

2番目は、進行中または完了したプロジェクトは不可。

3番目は、他団体が主体となり開始したプロジェク
トは不可ですが

4番目は、なるべく多くの受益者ですが、

5番目は、プロジェクトに積極的に関わる。

6番目は、1クラブ1申請です。

7番目は、ロータリアンの旅費交通費は不可　

8番目は、利益の対立の回避、あるいは可能性の
開示としてですが、

9番目は、プロジェクトは1年以内に終了

この9つの条件をすべてクリアーしてることの確認

地区補助金事業を使った当クラブの日程ですが、

2月中　　行われたセミナーに参加し、MOUに
署名し、資格認定

4月上旬　上記の要件を申請書に記載し、地区
財団委員会に提出しました。
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テーブルディスカッション

発表者　藤本 淳司

本日のクラブフォーラムで説明にもあった、吹田西RC
がタイで実施している浄水器設置事業ですが、健康
を保つ為には清潔な水を飲める環境を整備する事
が大切で、その水事業と地域の寄付を集め学校の設
立を支援する奉仕事業案が意見として出ました。学
校を設立する事で識字率の向上が見込め、先程の水
事業と併設する事によって相乗効果を生み、地域の
発展に寄与できます。

過去の事例として中国で砂漠化防止の為、植林事業
を行い、その植林の苗木に杏を植える事で杏を収穫
でき住民の収入となり、生活の安定性が高まる効果
が期待できる事業がありました。

総括として、奉仕事業はその奉仕事業を出発点とし、
現地の方々が考えて発展、自立できるような奉仕事
業を実施する事が大切です。

発表者　井本 万尋

当テーブルでは、吹田西ロータリーのご意見も取り上
げさせてもらいながら、抽象的な意見が出ました。

まずは、今後出来うることは昨年ベトナム・ダナン病
院に寄付した機械のメンテナンスはもとより、別の機
械の寄付。

ロータリーの無い地区への国際事業の展開について
は、実質、ロータリーメンバーなどの仕事での取引を
介して人間的な繋がりがないと国際事業がないなか
うまくいかないなど。実質、お金を寄付すればいいと
いうものでもなく場合によっては相手側ロータリーか
ら金銭だけの寄付を要求してくるロータリーなどもあ
るなど。

現地の人脈を活用し現地の人たちが継続的に関わ
れるような事業支援を計画しないといけないという
意見にまとまりました。

発表者　戸田 佳孝

はじめに：当テーブルでは、ベトナムVTT継続中の来
年度にできる国際奉仕について討論した
ことをお断ります。

ベトナムでのVTTが継続する残り3年間には予算的
に大規模な国際奉仕は困難であろう。

ところで、国際奉仕に参加しているメンバーは固定さ
れているので、皆が行ける工夫はないだろうか？参
加できないメンバーの理由は、連続した休業が困難
であるからだと考えるので、多くのメンバーが奉仕活
動に参加するためには近隣のアジア諸国の奉仕活
動が適している。

しかし、1泊2日では、経済的な効率が悪いので、3泊
ぐらいが適当だと考える。また、現地の事情に精通し
ている人物がいなければ、ありがた迷惑の奉仕にな
る可能性がある。以上のことを鑑みると、

１）姉妹クラブである台北福齢RCと新たなグローバ
ル補助金を得て台湾近郊での国際奉仕を行う。

２）本日ご講演頂いた吹田西RCの浄水事業など同じ
地区のクラブが立ち上げた事業に協力し発展さ
せる。

以上のような結論に至りました。

5月初旬　審査が無事通過し、ロータリー財団
（TRF）へ申請するかどうかクラブへ
報告の確認が入りましたので申請を
依頼しました。

7月下旬　ロータリー財団から地区へ入金があ
り配分開始後、当クラブへ入金

9月　　　当クラブとナコンパノムロータリーク
ラブとで打ち合わせを行い工事開始

翌年1月24日
報告書を地区へ提出しすべて終了し
ました。

地区補助金（DG）を使用した報告

プロジェクトの成果としてタイ国ナコンパノム県に
ある2つの公立学校に冷却付浄水器の設置を完了
し、生徒が約360名、地域住民が約600人、健康的
な飲料水を授受できた。

最後に、国際奉仕は大変なプロジェクトであるとおも
いますが、現地に行き子供たちのうれしそうな顔を見
ていると、やりがいや達成感、実施国ロータリークラ
ブメンバーとの同じ目的による国境を越えての親交
など、得るものはたくさんあると感じました。また、長
年のお付き合いにより、より一層のメンバー同士の絆
も感じております。

ぜひ、国際奉仕活動をされていない方々は一度、
行ってみてください。



ニコニコBOX

村橋：栗山委員長、国際奉仕クラブフォーラムをよろ
しくお願いします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：ニコニコ

杉村：本日もよろしくお願いします。

栗山：国際奉仕フォーラム、よろしくおねがいします。

吉田：ニコニコ

高島：地区国際奉仕委員長木田様、委員会初木様よろ
しくご指導ください。

金森：旧知の初木さんをお迎えして…

小林：裁判所見学はどうでしたか？あまりお世話にな
る場所ではありませんが…

下岡：ニコニコ

村上：いよいよ春の日差しですね。ニコニコ

檜皮：地区国際奉仕委員会木田様、初木様、本日の
フォーラムよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

戸田：栗山先生、国際奉仕の話を楽しみにしています。

藤本：ニコニコ

地区国際奉仕委員会　木田 昌宏 様：
本日はフォーラムへお呼びいただき有難うござ
います。

初木 賢司 様：金森先生、お会いできて嬉しいです。

本日合計 : ￥53,000
累　計 : ￥1,479,220
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2

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 74.19 %
1月26日の修正出席率 79.09 %

●本日のビジター
地区国際奉仕委員長 吹田西RC 木田 昌宏 様
地区国際奉仕委員  くずはRC 初木 賢司 様

◆先週掲載致しました3月の行事予定に変更がありましたので、再掲載致します。

【’17年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1141

1142

1143

1144

1145

29

30

31

32

33

卓話担当：井戸本会員

卓話担当：井本会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：北村会員
（代理：木村眞敏会員）

卓話担当：木村佳弘会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

IM6組ロータリーデー
　（ホスト：大阪城東RC）
　日程：3/4（土）12：30～
　会場：Hニューオオタニ大阪
PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/11（土）13：30～
　会場：国際会議場

本日のメニュー

先付け 蛸酢味噌掛け
 分葱　厚揚げ

造　り しま鯵　烏賊のとび子和え　あしらい

蓋　物 白魚玉地蒸し　竹の子
 若芽　銀杏　小柱
 梅麩　鏡あん　木の芽

焼　物 甘鯛けんちん焼き
 助子味噌柚庵焼き
 空豆　はじかみ

食　事 タイ御飯　香の物
 赤出汁


