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良き出会いを大切に！
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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

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム
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●創
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●会
長：中澤
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●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

2016 年 11 月 18 日（金）
出席報告

第 2113 回例会
① 開会 点鐘

例会数

会員数

出席数

出席率

② ソング ｢奉仕の理想」

第 2112 回

29 名

19 名

82.6％

③ ビジターの紹介

第 2110 回

29 名

20 名

87.0％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
4名

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

ニコニコ箱

⑤ 委員会報告

●大橋会員、卓話楽しみにしています。

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 第 3 回クラブフォーラム

●・大橋Ｒ財団委員長、ご苦労様です。

社会奉仕委員会部門
堀内 伸也社会奉仕委員長
⑦ 閉会

中澤 剛会員

点鐘

・前回欠席のお詫び。

奥田 長二会員

●本日卓話よろしくお願いします。大橋 秀造会員
●大橋さん、本年度財団委員長ご苦労さんです。
池本 繁喜会員

＊11/26（土）第一回広報委員長会議
於：薬業年金会館 301 号室
登録 9：30～
辻田

残念です。

会議 10：00～12：00

摂広報・雑誌委員長

●大橋さん、卓話ご苦労様です。欠席で拝聴出来ず

出席予定

鈴木 洋会員

●大橋会員、卓話楽しみにしています。
浦本 修三会員
●11 月 11 日より熊野ＲＣのお世話で選抜大会へ出
場してきました。盛大な前夜祭で盛り上がりまし

第 2114 回例会

12 月 2 日（金）

★例会前：12 月度定例理事会
☆卓話

｢卓話の内容｣

山田 哲男会員

☆12 月誕生月祝 石川会員、森田会員、坂原夫人
☆12 月結婚記念日祝

谷村会員

た。池本さん、ありがとうございました。
大橋さん、卓話よろしくお願いします。
長尾 穣治会員
●大橋会員、本日の卓話よろしくお願いします。
大松 桂右会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●今回合計

8,000 円

自由との事です。
当クラブでも誰がどのような形でプレゼンをす

●累

計 334,010 円

会長の時間
先日、出席しましたＩＭ第４組の会長・幹事会につ
いて報告いたします。
この会は、今年度のロータリーデーについての確認

るのか？また、どの活動を取り上げるのか等々
の準備を進めなければなりません。

年内には、当クラブの発表概要および参考資料
を提出しなければなりません。
皆様のご意見、ご協力をお願いします。

会という内容でした。

幹事報告

ロータリーデーについて簡単に触れておきます。
（2660 地区ロータリー百科事典より）

①今週は特にございません。

ロータリーデーとは旧ＩＭの事で、近隣都市の数
クラブが集まって開かれるロータリーの会合。討論
の主な内容は、４大奉仕部門をカバーしつつロータ
リーの特徴やプログラムなどを検討する。クラブ会
員、全員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦

「ロータリー財団について」
大橋

秀造Ｒ財団委員長

と知識を広める事であって、さらに会員にロータリ
ーの情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催

正式な名称は｢国際ロータリーのロータリー財

される。テーマは、ロータリーの事、そして一般社

団｣です。1916 年度（大正 5 年）のＲＩ会長アー

会の事で、そのとき話題になっている事、考えなけ

チ・クランフ氏が、1917 年のアトランタ国際大

ればならない問題点など多岐にわたる。この会合で

会で、世界的規模で慈善教育、その他社会奉仕の

は、知識を広め深めるとともに、グループ、分区内

分野で、人類に役立つために｢ロータリー基金｣

の会員の親睦も重要な目的なので、懇親会も併せて

を創ることを提案し採択されたのが始まりです。

開催される。

本年はロータリー財団創立 100 周年になります。
この基金に 1918 年の国際大会の余剰金 26 ドル

今年度は、来年 4/8（土）に東大阪中央ＲＣがホスト

50 セントが初めての寄付金として寄せられまし

クラブで、
「わたしたちの奉仕」というテーマを掲げ

た。寄附総額が 5,700 ドル余りに達した 1928 年

開催されます。

（昭和 3 年）のミネアポリス国際大会で、基金の

内容としては、各クラブが、過去実施してきた奉仕

名称を｢ロータリー財団｣と改められました。

活動（社会奉仕・国際奉仕）の中で良い成果を収め

1947 年（昭和 22 年）1 月にロータリーの創始

てきたものを規定時間内に紹介するという事を予定

者ポール・ハリスが逝去されたとき、ロータリー

されています。

財団は、特に「ポール・ハリス記念基金」を設け

紹介発表の方法については、パワーポイントを利用

てロータリアンの寄附を募りました。これに対

したプレゼンテーション、ビデオ映像等を流して説

し、創業者を悼み、その偉大な功績を讃えて全世

明を加える、講演形式でのプレゼンテーション等、

界のロータリアンからの寄附が続々と集まり、

1947～1948 年度末までに寄付金の合計額は 100
万ドル以上に達し、ロータリー財団はアーチ・ク
ランフ氏の夢を実現する財源を持つことができ
ました。
ロータリー財団は、ＲＩ理事会が選出した管理
委員で構成する管理委員会により、管理運営され
ます。運営は人道的および教育的目的に限定され
ています。管理委員会は 13 名の管理委員（うち 4
名はＲＩ元会長）により構成され、財団のプログ
ラムと財務について 1 年に 1 度、ＲＩに報告しな
ければなりません。ＲＩが受領したすべての贈
与、遺贈、国際ロータリーの余剰金は、国際大会
の許可を受けてロータリー財団の財産となりま
す。ロータリー財団の目標を助長する明確な手段
として次のプログラムを承認しています。
・教育的プログラム
・文化交流プログラム
・研究グループ交換
・人道的国際プロジェクトのための同額補助金
・災害救助見舞金
・保険、飢餓追放および人間尊重補助金
・ロータリーボランティア補助金
・世界社会奉仕カール・ミラー補助金
・平和プログラム
・ポリオ・プラス
クラブ内における財団委員会の仕事は二つの
全く異なった面を持ちます。財団支援、すなわち
財団寄附を募ることと、その資金を活用して財団
プログラムに参加することです。

第２６６０地区
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