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2014年 11月 7日(金)第 1637回 

卓 話 「ロータリー財団フォーラム」 

卓話者 ロータリー財団委員長 新井 茂文 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースディソング」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い(11月度) 

 綿谷 享子様(10日)  木畑 明子様(16日)  

○結婚記念祝い(11月度) 

 宇瀬治夫会員( 3日) 米澤邦明会員( 4日) 

 山ノ内修一会員(16日) 中田 学会員(18日) 

塩見 守会員(18日) 奥野圭作会員(19日) 

 三上尚嘉会員(23日)  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：藤永 誉 

 

2014年 11月 14日 第 1637号 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 11月 14日(金)第 1638回 

卓 話 「堺北ロータリーと私」 

卓話者   池田 茂雄 会員 

今週の歌「我等の生業」 

    「花 ～すべての人に心の花を～」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

  

 2014年 11月 21日(金)第 1639回 

卓 話 「 未定 」 

卓話者  笹山 悦夫 会員 

 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜11月 7 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           33 名 
出席会員           20 名 
欠席会員             13名 
ビジター            0 名 
ゲスト           0 名      
10月 3日(金)の出席率   78.79％ 

今週の歌 

「花」～すべての人に心の花を～ 

 

川は流れて どこどこ行くの 

人も流れて どこどこ行くの 

そんな流れが つくころには 

花として 花として 咲かせてあげたい 

泣きなさい 笑いなさい 

いつの日か いつの日か 

花をさかそうよ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話 

 

 

 

        「ロータリー財団フォーラム」 

 ロータリー財団委員長 新井 茂文  

 

今月はロータリー財団月間です。ロータリー財団は、1917年、ＲＩ第6代会長のアー

チ・Ｃ・クランフの提唱により創設され、1928年の国際大会で「ロータリー財団」と名

づけられ、3年後の1931年に信託組織となり、法人化は 1983年、アメリカ・イリノイ

州で非営利財団法人となりました。2008年10月、リーマンショックがあり債権、株価

が大暴落。12月に財団の収支について、当時のエドイン・布田事務総長が投資の失敗に

より米価で 1億5900万ドル、損をしたことを発表しました。 

財団の運用について不信感を抱く中、堺北クラブでは、2010-2011年度より、財団への    

寄付（地区からの要請分）1人当たり前期 25ドル、後期25ドルを会員の個人負担により

支払い、それ以外の個人の寄付を中止してきました。 

その後約 4年間そのまま経過しておりましたが、今期地区目標、会員 1人当たり２００ド

ル（11月ロータリーレートにて 21,200円）とされる中で、今期 山ノ内会長は、会員協力

を呼びかけ、ロータリー財団へ年間 1人当たり100ドル（半期 50ドルずつ）、米山奨学会

にも同時に年間一人当たり10,000円（半期5,000円ずつ）をクラブ目標にされました。会

員全員にご協力いただき、感謝申し上げます。 

財団の運用については、まだまだ不信感は残り、協力はしたいものの、複雑な気持ちです

が、財団の活動にご理解いただき、来期は目標の 200ドルのご協力をお願いできればと思

います。 

 

援助先  

・財団の促進 ・教育の補助金 ・研究グループ支援 ・財団学友の支援 

 

ロータリー財団の使命 

ロータリアンが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を通

じ、 

         世界理解 

         親善     できるようにすること 

         平和達成   

 

「世界社会奉仕プログラムとロータリー・ボランティアプログラム」が 2011.6.30より」 

廃止（投資失敗の結果） 

 

「リソースとサポートのモデル」に変更？？ 

「失敗は成功の元」になれば最高・・・ 

 

ポリオプラス、ＲＩとロータリー財団が組織をあげ取り組む唯一のプログラム 

 

グローバル補助金・・・長期的な影響をもたらす大規模なプロジェクトと、小規模で柔軟

性のあるプロジェクトの両方を支援していく。 
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会長の時間 

• 比較的高額な補助金（3万米ドル以上） 

• 持続可能な成果 

• モニタリングと評価は必須条件 

• 重点分野と一致すること 

• 長期的プロジェクト 

• 財団が直接審査し、管理する 

 

財団委員長は最低 3年継続必要 

 

新補助金体制における六つの重点分野 

 ・平和と紛争の予防・解決 

        ・疾病予防と治療 

 ・水と衛生設備 

 ・母子の保健 

 ・基礎教育と識字率向上 

 ・経済開発と地域開発 

 

廃止分野 

 ・文化研修の為の「国際親善奨学金」 

 ・マルチイヤー「国際親善奨学金」 

・ジャパン「国際親善奨学金」  

    

ポリオ・プラス 

はじまり：1982-1983年度、WHOの一翼を担っての大計画で、世界中の幼児の健康を守る為

にポリオのほか、麻疹、百日咳、ジフテリア、破傷風、結核の予防接種を推進する計画が

生まれました。 

この運動の一環として「インド麻疹免疫プロジェクト」の派遣ボランティアとして東京麹

町ロータリークラブの山田彝・峰英二の両会員が選出され南インドで同プロジェクトの指

導に奉仕される活動をはじめ、ポリオ撲滅に関しての多くの運動にロータリーが参加した

後、1985年発足しました。 

 

補助金の申請 

補助金については、参加資格や条件など、専門的な細かな決め事があり、申請が難しくな

っているようです。 

 

 

 

           

「地区大会のご報告」 

会長 山ノ内修一 

 

先週のガバナー公式訪問では多数の会員に出席いただきありがとうございました。

無事に公式訪問を終えることができました。また一昨日、辻ガバナーから「礼状」も

いただきました。 

今日は、１０月２５日、２６日に開催された地区大会について報告します。 

２５日（土）スターゲイトホテル関西エアポートで、２６日（日）は河内長野市立文    
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委 員 会 報 告 

化会館で開催されました。 

          当クラブからは、私と塩見幹事、堀畑会員、新井会員、池田会員、中田会員が出席し

ました。 

今回の地区大会で特筆すべきは１０月２５日に「選挙人会議」が行なわれたことです。

「正常化する会」は、かねてより選挙人会議の開催を求めておりましたが、ガバナーサ

イドはそれを無視し続け、選挙人会議の開催が危ぶまれたのですが、ＲＩ会長代理の小

沢一彦氏の指示（１０月２１日付指示書）で急遽開催が決まりました。本当に直前でし

た。 

議案は、次の４議案。 

１号議案 ２０１７－２０１８年度ガバナーノミニー選出方法に関する件（３０クラブ

連名提案） 

２号議案 地区賦課金に関する件 

３号議案 地区大会賦課金に関する件 

４号議案 地区ガバナーの許可を得ない文書類およびその団体を廃止する件（ガバナー

提案） 

           討議の結果は、次のとおり。 

１号議案  賛成７２  反対３ 態度不明６ 

２号議案  地区賦課金を１２０００円とする。 

            賛成多数 

           （＊地区予算の承認ではない。） 

３号議案  ガバナー案（全員登録８０００円）否決 

３クラブ提案（実登録者８０００円 クラブ会員数×３０００円） 

賛成多数 

           ４号議案  賛成３ 反対圧倒的多数 で否決 

 

１号議案については正常化する会の連名数は３０クラブでしたので、勝つにしても負け

るにしても僅差になると思っていましたが、結果は圧倒的な差で感動的ですらありまし

た。 

今回の結果で、地区が正常化に向けて大きく前進することになると思いますし、そうな

らなければならないと思っています。 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

         「例会変更及び忘年家族例会のご案内」 

親睦活動委員長 徳田 稔 

 

秋冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になって

おります。 

さて、「例会変更及び忘年家族例会」のご案内は下記の通りです。皆様ご家族お誘いあわ

せの上、たくさんのご参加をお待ちしております。 

記 

開催日時  12月21日（日） 

場  所  シェラトン都ホテル大阪 ３F 明日香の間 
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受  付  17：00～ 

開  会  17：30～ 

会  費  会員及びファミリー会員12,000円  

ご家族10,000円 小学生以下は無料 

 

 

広報委員会 

        「ホームページについて」 

広報委員  池田茂雄 

 

「ホームページについて」 

堺北ＲＣホームページについて、去る10月1日より新しいサーバーに移行いたしまし

たが、その後の更新により、それぞれのパソコンの設定の違いで画面に乱れる部分が発

生する場合のあることが判明しました。 

特に乱れの大きい下記の個所につきましては、次の操作をすることによりキレイな画面

となります。 

(1) トップページ左側 ⇒「会員専用ページ」 ⇒ クリック 

      （2）｢ユーザーコード｣ ⇒「パスワード」 ⇒ 入力必要 

（3）｢会員専用ページ」「会員の紹介」⇒「会員名簿」⇒ クリック 

（4）パソコン画面上部 ⇒「ツール(Ｔ)」⇒ クリック 

（5）縦一列表示 ⇒「互換表示(Ｖ)」⇒ クリック 

以上の操作をすることで、キレイな画面となります。何か、ご不明のこと等ございまし

たら「広報委員会ホームページ担当 池田」までご連絡下さいませ。 

 

社会奉仕委員会 

        児童養護施設 清心寮の子供たちとの「ふれあいバーベキュー大会」 

        社会奉仕委員長 中田 学 

 

11月8日(土)おおいずみ公園バーベキュー広場で清心寮の子ども達１年生から６年生

まで１３名と引率の先生３名、当クラブ会員９名、家族会員３名、事務局員の参加。 

クラブ会員の参加者は少なかったのですが、昨年も参加されているのでテキパキと準備

も整い子ども達が到着と同時に焼肉が食べられる状態でした。 

子ども達の食欲は旺盛で、すぐに焼きそばのリクエストもあり会員は食べる事もできず

焼き続けていました。 

食後子ども達は野球、バレーボール、バトミントンを会員とともに汗だくになりながら

走り回っていました。本当に楽しい半日を過ごす事ができました。差し入れを頂いた山      

ノ内会長・北側会員・米澤会員・池永会員有難うございました。 

米澤会員の差し入れは、朝早くから買ってきて頂いた焼き芋です。大変美味しく子ども達

にも大好評でした。会員さん有難うございました。 

参加頂いた皆さん、奥様に感謝申し上げます。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

そ の 他 

 

 

 

嶽盛和三会員 先日10月24日体調不良にて救急車で労災へ運ばれました。未だ検

査中ですが、今は少し体調も戻っています。 

                  タバコも現在休憩中です。 

中田 学会員 結婚記念お祝いありがとうございます。 

塩見 守会員 結婚記念のお祝い、ありがとうございます。 

合 計 １０，０００円 

 

 

 

第５回 定例理事会 

2014-2015年度理事会構成メンバー 

山ノ内、綿谷、坂田、塩見、木畑、池田、徳田、宇瀬、中田、嶽盛、城岡、 

中川、藤永、笹山（計１４名中１２名参加で理事会成立） 

日 時  ２０１４年１１月７日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．2015-16年度理事・役員(案)について－承認 

２. クラブ細則について －次月度に持ち越し 

３. 2015年新春合同例会の登録料について（ホスト：堺フェニックスＲＣより） 

－承認 

４. 会計月次報告について －報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


