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2020年11月19日
第1301回（本年度 第18回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■職業奉仕による移動例会
ガバナー事務所にて
●卓話 住まい・まちづくりに関する
出前授業について
大阪東淀ちゃやまちRC 会員
戸田 和孝 様
■第6回12月度理事会
13：40〜 トヤマビル 会議室

次回 11/26 のお知らせ
♬SONG 「ちいさい秋みつけた」
:
●卓話 営業を科学する
北口 竜輔 会員
本日は、
「ロータリーの友」からの話題をお話しする日です。
ロータリー財団については、当クラブの村橋会員が地区の財団委員
会の中枢を担って戴いておりますのでありがたいことです。
今月は、
「ロータリー財団月間」
と言うことで、
月間特集に
「グローバル

「食事での工夫」
は、再確認が必要ですね。
縦組の会員のページには、
またまた奉仕の分野のこ
とが、会員から投稿されています。
「奉仕」
という概念・とらえ方等について各個人の思
いと組織との思いそして、
その実践の方法は、ひとつ
にまとめられないものなのですね！
私自身としては、奉仕をする方・受ける方双方が、
「あ
りがとう！」
と言えることがきた時に、目的完遂ではな
いかな！と思っています。
自然な状態で生きられない現代の人間社会にとり、
自然とにじみ出る
「奉仕」の原点を再確認し、お互い
に感謝の気持ちを持ちたいものです。

補助金を知ろう」＝あなたのクラブでもできる！という
ことで｢3つのポイントを押さえてスタート・事業に、
よ

幹事報告 (11/12)
2020-21年度第1300回（第17回例会）

幹事 村上 俊二

りインパクトを！・海外へ奨学生を送り出そう！｣とのタ
イトルで具体的な取り組みの報告を交えて記載され
ています。
その内容は、当クラブが前年度までの5年間に取り組
まれた内容と類似していることですので、当クラブで
取り組まれた会員にとりますれば親近感がわいてき
たのではないか？と思います。
その方が、
「グローバル補助金」
を使っての活動のポイ
ントとして3つの具体的なポイントを記されています。
①知る ②見つける ③信頼性 と。今一度確認下さい。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

10ページには、
「 効果的な支援のための補助金の

それではこれからの行事予定を申し上げます。

力」
という表題で総額約770万円の資金を得ての取

■11月12日
（木）、本日はロータリー財団委員長卓話

り組みについて申請から活動までの経緯が記載され
ています。

があります。北村薫委員長よろしくお願いします。
尚、今年は成美学寮の餅つき支援が中止になりま

当クラブも、今後の活動方向としてこれらの記事を今

したので、本日例会終了後、会長・幹事・辻義光委

一度再読されて、
「グローバル補助金」
を活用しての

員長・安達会員の4人で成美学寮のほうに支援金

取り組みに再挑戦することも継続的な奉仕活動の取

と記念品の贈呈に参ります。

り組みとして一考に値するものと思います。

■11月19日
（木）、
この日は職業奉仕委員会によりま

さらに、
「グローバル補助金」
を使った奨学生支援の

す、移動例会となっております。

取り組みの記載がありました。

ガバナー事務所を訪問見学し、
ここで移動例会を

今後の活動の指針にしたいものです。

行います。戸田委員長ご準備よろしくお願いします。

私が興味深く読み出したのは、18ページのコロナ禍

また、移動例会終了後、
トヤマビル本館10階応接

の中で
「どうなった？例会」の記事です。全国どのクラ

室にて第6回12月度理事会が開かれます。

ブも例会開催についていろいろ工夫されているよう
です。
特に、20ページの
「感染拡大のために講じた、例会運
営の取り組み」
・25ページの
「予防対策」
その中でも

■11月26日
（木）、
この日の卓話は、北口会員となっ
ております。北口会員ご準備よろしくお願いします。
■12月3日（木）、
この日の卓話は安達会員となって
おります。

また、
例会終了後第7回クラブ役員会が開かれます。
■12月10日
（木）、
この日は年次総会が開かれます。
各委員会・委員長報告と共に次年度理事・役員の
決定を行います。
尚、例会終了後第7回1月度理事会が開かれます。

■12月12日
（土）、
この日は第2660地区大会が大阪
国際会議場にて開かれます。
会長・幹事会が12時30分受付、13時45分閉会。
本会議は、13時30分受付、17時30分閉会となっ
ています。

財団月間卓話
「ロータリー財団と補助金について」

担当：北村 薫 会員、
講師：ロータリー財団委員会 補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 様

及び、
教育的活動を支援する為の寄付を受け、
この資
金を分配する非営利団体と定義され、
正式名称は、
国
際ロータリーのロータリー財団であり、
ロータリーと同
じ方針と理念を共有する非営利団体であります。
二つ目は、
ロータリーの活動と寄付行為との相関関
係について確かめておきたいと思います。
「何故、寄付をするのか？その目的は？何に使われて
いるのか？」
この様な疑問を持たれている方がおられるかも知れ
ません。
目的を正しく理解しないままの寄付行為に何時しか
本日の卓話では、
ロータリー財団とはどの様な役割

疑念を抱き不満に繋がることがあります。
ロータリー

を持つ組織なのか、ロータリアンから寄せられた寄

の奉仕活動も寄付行為も正しい理解とご本人が納得

付金が補助金として利用されるまでの仕組みについ

のもとに行うことが大切であると思います。

て説明させて頂きます。

ロータリー財団の歴史、財団補助金の種類、地区補

本題に入る前に次の二点について改めて確認してお

助金申請の概要と計画から実施に至るスケジュール

きたいと思います。

等について説明させて頂きます。

一 つ 目 は 、ロータリー 財 団 ( T R F：T h e R o t a r y

そして、皆様から寄せられた寄付金がどの様なプロ

Foundation）
は、
ロータリークラブ及び地区から人道的、

セスを経て奉仕プロジェクトに活かされているのか、

ロータリー財団のシェアシステムの概要をご理解頂
きたいと存じます。そして、本日の卓話をロータリー
財団について理解を深めて頂く機会として頂ければ
幸いであります。
ロータリー財団の活動目的は寄付を集める事ではなく、
世界中から寄せられた資金を活用してロータリーの目
的に沿って
「世界で良いことをするため」
であります。
クラブの奉仕プロジェクトに是非とも財団補助金を
活用して頂きたいと存じます。
最後にロータリー財団への益々のご理解とご協力を
賜ります様お願い申し上げます。

成美学寮訪問について

社会・青少年奉仕委員会委員長 辻 義光

今年度2020年11月28日
（土）
に予定していました恒

橋本理事長の写真が目に入りました。30数年前にお

例の「社会福祉法人成美学寮のもちつき大会」は中

立ち寄りになられたエピソードなど普段聞くことのな

止となり、11月12日（木）例会終了後、金森会長、村

い興味深いお話が聞けたことは幸いです。

上幹事、安達会員とともに10万円寄贈のため成美学

その後、柳生宗矩が父石舟斎のために建てた芳徳禅

寮に行ってまいりました。

寺を見学、木像などの詳細な説明を聞き、歴史を感

成美学寮の橋本理事長、奥様に成美学寮の成り立

じました。

ち、71年の歴史、60歳近い高齢の寮生のお世話など

当クラブとして20数年成美学寮を支援させていただ

厳しい現実のお話も聞かせていただきました。

きましたが、来年はぜひ餅つきができることを願って

その中でふっと目を上げると美智子上皇后様と若き

帰途につきました。
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ニコニコBOX

村上：北村薫会員、
卓話楽しみにしています。
ニコニコ！
戸田：来週の移動例会、32名の参加予定誠にありがと
うございます。
辻（義）
：ニコニコ
福田：花届きました。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
下岡：ニコニコ
前田：前田のPRです。来る22日
（日）午後、主催演芸総
合プロデュース前田企画

協力オルファ株式会

社で、民謡と太鼓の発表会を東成区民センター
で開催いたします。興味のある方は前田まで。
村橋：本日ロータリー財団卓話です。宜しくお願い致
します。
北村（薫）
：地区補助金小委員長、村橋委員長、R財団
について卓話宜しくお願い致します。
西田：北村薫さん、本日の卓話頑張ってください。
満村：BBQ中止になりました。残念です。ニコニコ
小原：ニコニコ

11月12日のメニュー

井本：急に寒くなり、
コロナウィルスもあやしくなって
きました。皆さん気を付けましょう。
小林：寒くなりましたので、皆様体調に気を付けてく
ださい。

本日合計 : ￥34,000
累

計 : ￥504,000

●出席報告
小

鉢

北寄貝 鯛引皮みぞれ和え 三つ葉

三枡
八 寸 小付 鮪時雨煮 針生姜
磯辺中巻き玉子 鰆筏焼
木の葉生姜 裏白椎茸 菊花蕪
丸十蜜煮

菊菜

造 り すずき 烏賊菊花 あしらい
焚

合 海老ひろうす（木耳 平豆
かすみ鼈甲餡 山葵

銀杏）

差し物 皮はぎちり蒸し 栗麩 菊菜
占地 洗い葱 ちり出汁酢
食

事

新米

香の物

大根あっさり漬

留

赤出汁

椀

角切昆布

人参

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
6名
0名
30名
5名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
85.71 %
10月15日の修正出席率 74.28 %

●メイクアップ
上山 英雄 10月20日

吹田江坂RC

0名
0名
0名
0名

