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第 2019回例会  平成 28年 8月 22日（月曜日）第 6号  

 

本日の例会 ８月２２日（月） 第３例会 

◎ソング 「町に灯を」 

◎卓 話 

◎ゲストスピーカー 

『 ワインの話 』 

セラー秋山  

オーナーソムリエ 小林 佳代子 様 

担当：浅野 光男会員 

◎本日の献立 フランス肉料理 

次回の例会 ８月２９日（月） 第４例会 

◎ソング 「町に灯を」 

◎卓 話 

 

『 光触媒について 』 

担当：三木 武志会員 

前回の例会 ８月８日（月） 第２例会 

 

会長挨拶           小川 高弘会長 

皆さんこんにちは。 

まずは前回の例会の欠席をお詫びいたします。 

 さて８月２・３日に台湾・鹿港ロータリークラブの支

援金と当クラブの支援金そして粗品として、文具セット 

１７０個を携えて、佐藤会員・百済会員・岩橋会員・中

村幹事そして私の５名で現地プロジェクトの「上天草へ

ギョギョギョなバスツアー」に奉仕活動をしに行って来

ました。 

８月２日は日本国際飢餓対策機構の鶴浦さんの案内で

南阿蘇村と益城町の被災地視察に行って来ました。 

南阿蘇村では現地の被災者の菅原まさ子さんの案内で 

４月１６日未明の本震で崩落した「阿蘇大橋崩落現場」

に行きました。 

それは想像も絶する大きな崩落で地震の恐ろしさを改め

て実感しました。また、そのすぐ横には「東海大学・農

学部」があり、近くには倒壊し死者の出た学生寮があり

ます。またこの梅雨で山の崩落があちこちであったそう

です。益城町は「阪神淡路大震災」を思わせるほどの家

屋倒壊がありました。益城町の避難者数は本震当日には

16,050 人でしたが現在は 1,000 人を切ったそうです。 

８月３日は「上天草へギョギョギョなバスツアー」の

奉仕活動プロジェクトに参加してきました。被災地域５

か所の子供達とご両親の参加で大型バス６台での参加で

す。シークレットゲストのさかなクンの登場時やさかな

クンのイベント時には子供大人問わず大きな歓声や楽し

そうな笑顔が見られこのイベントに協賛してよかったな

と思いました。 

大切な鹿港ロータリークラブの支援金と当クラブの支

援金を有意義に使えたと思いました。この事は９月５日

の卓話の時間に岩橋会員から詳しく報告して頂きます。 
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幹 事 報 告           幹事 中村 徹 

1. 本日例会終了後、第 2 回定例理事役員会を５階サル

ビアの間にて開催致します。理事役員の皆様にはよ

ろしくお願い致します。 

2. 東輪会ゴルフコンペの案内が東大阪ロータリークラ

ブから、来ております。回覧しておりますので、ご

参加のほどよろしくお願い致します。 

3. クラブ例会月２回のアンケートのご協力ありがとう

ございました。皆様のアンケートを参考に、理事会

で今後の方向性を検討していきたいと思います。 

4. ９月１２日例会終了後、公徳学園に会長・幹事・金

子青少年奉仕活動委員長・長堀社会福祉委員長と訪

問する予定です。 

5. 次週、８月１５日は夏季休会です。ご確認の程宜し

くお願い致します。 

出 席 報 告          飯田 政信 委員  

本日の会員数 ２３名 

本日の出席者数 ２０名 

本日の出席規定適用免除会員 １０名 

本日の出席率 ９０．９１％ 

６月２０日の修正出席率 ８６．３６％ 

メークアップのご報告 

小川会長 東大阪ＲＣ（7/20）八尾中央ＲＣ（7/5） 

中村幹事 東大阪ＲＣ（7/20）東大阪東ＲＣ（7/7） 

百済会員 八尾ＲＣ（7/13）大阪柏原ＲＣ（7/19） 

佐藤会員 八尾中央ＲＣ（7/7）大阪ネクスト（7/13） 

三木会員 東大阪西ＲＣ（7/4）大阪みどりＲＣ（7/7） 

浅野会員 八尾ＲＣ（7/13）沖縄宮古島ＲＣ（7 月 23 日） 

岡本会員 大阪ネクスト（7/13） 

岩橋会員 八尾東ＲＣ（7/29） 

ニコニコ箱報告       岡本慎一 副ＳＡＡ 

小川会長 例会欠席のお詫び 

中村幹事 百済さん、佐藤さん、岩橋さん、そして小川

会長、熊本県視察お疲れ様でした。 

‘がんばれくまもと’を合言葉に応援してい

きましょう！ 

瀧田会員 次期会長は、宮田氏に決まりました。全面的

に応援しましょう。2 回目の会長の第 1 号で

すが、他クラブの例もある事で頑張って下さ

い。東大阪中央ＲＣ、ガンバレ‼ 

佐藤会員 先週、熊本大震災の復興支援、視察について

は暑い中、大変お疲れ様でした。 

百済会員 熊本でさかなくんに会ってきました。 

米山奨学会委員会計画   委員長 藤原 英夫 

今期、米山記念奨学会 委員長を仰せつかりました藤

原でございます。 

皆様、ご存じの通りこの事業は日本独自の事業であり、

海外からの留学生を支援するものであり将来日本と世界

を結石懸け橋となって国際社会で活躍しロータリーの良

き理解者となる人材を育成することが使命であります。 

これまでに支援してきた奨学生数は１２1 の国と地域

で約２万人であります。当クラブでは最近は中国モンゴ

ル地域からのカルさん、アメリカからのミュシカ君、中

国からの韓君、そして今期来期世話をするクバー君と続

けて支援をしてきておりますそしてこの奨学会の特徴は

お金による経済的な支援だけでなく世話クラブとカウン

セラー制度で心の通った支援を行っている訳であります 

今期は前期と逆で岩橋会員にカウンセラーをして頂き

ますが、二人でクバー君を温かく支援したいと考えてお

ります。この会は皆様の寄付金で成り立っておりまして、

今後とも心温まる寄付をお願いする次第であります。 

●2015～2016 年度 米山記念奨学会寄付報告 

普通寄付    

上期 2,500 円×24 名  60,000 円 

下期 2,500 円×24 名  60,000 円 

      合  計 120,000 円 

特別寄付 30,000 円×20 名  600,000 円 

      総 合 計 720,000 円 

会員１人当り    720,000÷24＝30,000 円（目標達成） 

●クラブの寄付の現状（2016年 6月末現在） 

 功労クラブ表彰状 ３７回 (100 万円毎) 

 米山功労法人 ２名  

第 1４回 米山功労者マルチプル 1 名  

第６回 米山功労者マルチプル ３名  

第５回 米山功労者マルチプル ３名  

第４回 米山功労者マルチプル ２名  

第３回 米山功労者マルチプル ４名  

第１回 米山功労者マルチプル ５名  

 米山準功労者 2４名(継続中） 

クラブ研修リーダー委員会  委員長 佐藤 三千秋 
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ロータリーで言う研修は、人、殊に素晴らしいロータリ

アンを育てることであり、更に一人一人のロータリアン

の成長をサポートすることです。一人一人のロータリア

ンの成長は、現在のクラブを支える活力となり、明日の

クラブを創るための源となります。このような研修の目

標があります。 

 入会年数の浅くしてロータリー活動の素晴らしさを実

感することなく去る方がおられますが、なるべく早く確

固たるロータリアンに成長してもらうために、ロータリ

ー精神、ロータリーに関わる様々な知識、情報を理解、

習得してもらいたいと思っています。本年度は７月に伊

藤会員が入会されたので、少し慣れられた頃に新入会員

特別研修を行いたいと思います。また入会年数の浅い会

員に対しても、先輩会員のご協力を得て研修会実施を計

画したいと思っています。 

ＩＭＲＤ実行委員会       委員長 浅野 光男 

2016-2017 年度ロータリーデーのテーマ 

『わたしたちの奉仕』 

経験の分かち合いと、成長のために 

1. ２０１７年４月８日（土曜日）  

2. ＲＩテーマ 『人類に奉仕するロータリー』 

3. 第 2660 地区 松本進也ガバナーテーマ  

『ロータリーの根幹精神』 

4. 各クラブへ手分けしてのＰＲ訪問 

（７月１３日～７月２９日 ９クラブＰＲ訪問完了) 

5. 準備協力のお願い 

ＩＭＲＤ開催主旨説明での９クラブ訪問では各クラブ

より、おおむねご賛同いただくことができました。 

今後の開催に向けての準備には、会員皆様のご協力が

必要不可欠となります。どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます 

出席委員会          委員長 細川 勝治 

例会出席は、ロータリークラブの活動の基本でありま

す。各委員会と連携を密にし、出席率は 90％以上を目標

とし、その為には楽しい例会作りが必要です。そして、

出席し易い、環境を整えていきたく思っております。 

止むを得ず欠席される場合は、事務局までご連絡を頂

きます様お願い致します。 

 

 

国際奉仕委員会        委員長 岩橋 竜介 

昨年度は、第二回マット・マートン選手チャリティー

イベントを開催し、第一回目のイベントに引き続いて、

ケニア・ナイロビのシープケア学校の学校給食の支援を

実施しました。しかしながら、単発的に支援を実施する

だけでは、スラム街の学校の給食問題は解決できません。

逆に依存心を生み出しかねないことでもあります。国連

が提唱し、先の伊勢志摩サミットで G７首脳会議でも取

り上げられていた SDGｓ（持続可能な開発）をロータリ

ークラブでも考える必要を覚えます。 

そこで、小川会長、中村度幹事、また理事会と協議し、

単年度で終了する従来の支援の仕方ではなく、複数年（で

きれば 5 年間）の継続支援をすることで、シープケア学

校の給食にかかわる費用を自分たちで調達できるような

「自立支援（バス運用プロジェクト）」をすることで、真

の援助活動・国際奉仕を目指していきたいと考えていま

す。支援者する側が満足するだけではない、支援される

側が、本当の問題解決に至り、支援を受けなくても自立

していけるような取り組みを、他のロータリークラブに

先駆けて行っていくことを考えていきたいと願っています  

ＳＡＡ             委員長 岩橋 竜介     

昨年度に引き続き、SAA として会場監督を行います。

昨年同様、例会ごとに座席を指定し、できるだけ広くメ

ンバーとの交流が生まれるように配慮していきます。ま

た、特に卓話や協議会、メーキャップで来られるゲスト

の方々が、安心し良い印象を持つ対応を実施していき、 

人数は少ないですが、「居心地のいい」東大阪中央ロータ

リークラブの例会を目指していきたいと思います。 

ロータリー財団委員会      委員長 尾﨑 元 

平成 28 年 4 月 6 日に 2016-17 年度のための地区研修・

協議会に出席させていただきました。その時に次年度の

日本および当地区の寄付目標が設定されており、①年次

基金で 1 人当たり 150 ドル(日本）、160 ドル（2660 地区）、

②ポリオプラス基金 1 人当たり 30 ドル（日本）、60 ドル

（2660 地区）、③恒久基金に関しては各クラブでベネフ

ァクター（恒久基金へ 1000 ドル以上寄付された方の称

号）を 1 名だすというものでした。当クラブでは会費の

中に一定額を①②のために含めていますので、①、②に

関しては問題ないと思われます。また③に関しても佐井

会員から次年度も 1000 ドル以上の寄付をしていただけ
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るとのことでしたので、次年度の地区の寄付目標はすべ

て達成されると思われます。 

また今年度は次年度の地区補助金の申請をすでにされて

おりますので、おそらく地区補助金をいただいて、社会

奉仕活動ができるとおもわれます。私の役目はあまりあ

りませんが、次次年度も地区補助金（最大 60～100 万円

の補助）が獲得できるように、またはグローバル補助金

（174～2320 万円で大規模な国際プロジェクト）を獲得

にはどうすれば良いのかなどのお手伝いができればと考

えております。 

 

●地区及び当クラブの今年度の目標は  

１、ポリオ撲滅寄付金 １人当り 60 ドル 

２、年次寄付金    １人当り 160 ドル以上 

３、恒久基金  

クラブで１名以上のベネファクター（1,000 ドル） 

 

●2015～2016 年度 ロータリー財団寄付報告 

前年度目標額（1 人当り） 

・ポリオプラス  50 ドル 

・年次寄付金   150 ドル 

・ベネファクター １名 

●前年度実績（2016年６月末現在）   

・ポリオプラス5,000 円×24 名  120,000 円（1,000 ドル） 

・特別寄付 24,000 円×20名  480,000 円（4,000 ドル） 

・ベネファクター １名   120,000 円（986 ドル） 

・会員 1 人当り 166 ドル  4,000 ドル÷24（期首会員数） 

●クラブ寄付の現状 

・ベネファクター    9 名 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー4 回 

                                (5,000 ドル) 2 名 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3 回 

(4,000 ドル) 3 名 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー2 回 

(3,000 ドル) 4 名 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1 回 

(2,000 ドル) 4 名 

・ポール・ハリス・フェロー       (1,000 ドル) 4名 

・ポール・ハリス・準フェロー(継続中)      24 名 

 

世界社会奉仕委員会      委員長 飯田 政信 

世界社会奉仕（WSC）とは、開発途上国のクラブからの援

助申し出を受け、これに応じて篤志（とくし）のあるク

ラブまたは地区が、申し出クラブに金品物資を贈る計画です  

世界社会奉仕プロジェクトにおける 3 つの条件は、 

 １．人道的なものであること 

 ２．2 カ国以上のロータリー国のロータリアンが関与

すること 

 ３．参加国のうち 1 カ国はプロジェクト実施地である

ことです。 

今年度、当クラブにおきましては、すべての要件に合致

する活動はありませんが、熊本県災害支援活動は、台湾

鹿港ロータリークラブとの２か国以上のロータリークラ

ブが関与する支援活動であり、またケニアの学校給食支

援活動は、開発途上国への支援活動であるなど、有意義

な活動を予定しております。会長・幹事・国際奉仕委員

会と連携し、これらの活動をサポートしていきたいと思

います。 

社会奉仕委員会        委員長 長堀 哲矢 

一般的な社会奉仕とは、自身の所在地域または行政区域

内に住む人々の生活の質を高めるために、奉仕活動を、

時には他と協力しながら、さまざまな取り組みで貢献す

ることです。 

ロータリーにおいての社会奉仕とは、ロータリー、ひ

とり、ひとりの個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の

理想を適用することを奨励、育成することである。 

ロータリアンが「超我の奉仕」を実証する機会である。

地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕す

る事は、すべてのロータリアン個人にとっても、またロ

ータリークラブにとっても貢献に値することであり、社

会的責務でもある。と規定されています。 

そのため今期、我がクラブでは、 

１．例年と同様に献血運動の実施 

２．東大阪吉原公園への桜の植樹と維持管理のための修繕  

３．東輪会社会奉仕活動への協力 

４．児童養護施設 公徳学園への奉仕活動 

(今年度はハロウィンパーティー１０月に予定しております)  

５．会長方針に伴う社会奉仕活動への協力 

今年度は以上をクラブで実行し社会奉仕をして行きたい

と思っております 



5 

 

 


