
今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

今後の予定 

11/28 

(水) 

・卓話 

 小林正彦会員 

・12-13年度 

 全委員長会議 

 18:30～ 

於：アワーズキッチン 

12/5 

(水) 

・クラブ全員協議会 

 年次総会 

・卓話 

「家族月間に因んで」 

 西田英夫委員長 

・定例理事会 

12/8 

（土） 

・移動例会 

 11:30～12:30 

於：リーガロイヤルホ 

 テル大阪１５F 

 中華料理皇家龍鳳 

・地区大会本会議  

 13:00～ 

於：大阪国際会議場 

 

11月：ロータリー財団月間 

第１８４０回 例会プログラム 
２０１２年１１月２１日（水）  くずは青葉幼稚園 

●12:20 もんぺ座公演 

●12:45 公演終了（移動） 

●12:50 歓談と食事 

●13:05 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つテスト」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：２５ 閉会の点鐘  
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2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

11 
21 ― 

28 山本(一)会員 

12 

5 三木 会員 

12 上山 会員 

19 嶋田 会員 

26 ― 

▲平将門、常陸国府を襲撃(939)▲とんちで有名な一休宗純、没。８７歳▲近松

門左衛門、没。72歳(1724)▲フランス人のモンゴルフィエ兄弟が気球で初の有

人飛行成功(1783)▲東京・木挽町（現在の銀座）に歌舞伎座開場(1889)▲関西

鉄道会社で客車の外側に塗装を施して等級を区別(1896)▲第一回早慶戦。11

対9の接戦で慶応勝利(1903)▲トルストイ、没。82歳(1910)▲ニクソン米大統領が

共同声明を発表し、「核抜き」「本土並み」の1972年 沖縄返還を確認(1969)▲

第一期長嶋巨人軍監督誕生(1974)▲ユネスコ、「体育・スポーツ国際憲章」採択

(1978)▲伊豆大島三原山、209年ぶりに大噴火。島民ら1万300人、観光客2000

人に 島外避難命令(1986)▲バングラデシュで非常事態宣言(1990)  

  

 １１月の花「 ガーベラ」  

花言葉：神秘・究極の美・光に満ちた・一家団らん 

    悲しみ・希望 

切り花として特に人気が高いこの花は、100年ほど前に南ア

フリカで発見され、その後オランダやフランスなどで改良が

進み、現在では多彩で華麗な園芸品種が誕生しています。

ガーベラの名前は、もとはアフリカの野生のタンポポを改良

して作られた植物で、ドイツの自然科学者「T.Gerber」の名

に由来します。和名は「オオセンボンヤリ（大千本槍）」。 
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ご依頼の児童虐待問題 

                              『原点回帰』 

会 長 の 時 間 

    枚方警察署 警部補 森 康有 様 

 大阪府以下での虐待連絡件数は年間2,600件、現場調査件数は1,365件、原因は家族

間あるいは友人との争いなど、これに関する問題と思われた際には直ちに１１０番通報を

よろしくお願いします。速やかに調査し、解決に努力します。  

 本日は、「児童虐待は社会全体で解決すべき問題と題し、枚方警察署から森様、藤野様

のご来会を頂き、ご講話を承ります。オレンジ色のリボンをつけて、児童相談所や市町村

窓口への連絡などに協力していきたいと思います。 

  

11月入会記念日祝 山本正夫 会員     11月入会記念日祝 岩本昌治 会員 

おめでとうございます 

３分間スピーチ 

                 北村 隆 会員 

・急ぐも日々を顧みて 

 本年もあと45日を残すのみとなり、つい先刻まで「猛暑」とか、紅葉が酣、寒さの到来に驚く

許りです。歳を加えるにつれ、刺激や感動そしてときめきも減っていくためか、時の流れる速

度が速くなっていくように感じられます。これも、地球温暖化の影響から季節感が薄らいで行

くからかもしれません。 

・「絆」のお蔭 

 それでも今年は「絆」の問題が週報に採り上げられ、人と人かが出逢い、觸れあい、ときに

はぶつかり合いながら固く結ばれていく事が、会員皆様方のご執筆によって理解を深め慰

めを覚える事ができました。最近、盛んに云われています「維新」の言葉につきましても、最

寄を散策することが好きな私にとりましては京阪沿線中書島近辺を歩き乍ら、明治維新の礎

を築いた阪本龍馬と中岡慎太郎との絆を考える事屡々です。 

・薩長による大改革 

 今から146年もの昔、慶応2年(1866年)、常に対立を続けていた薩摩と長州の二つの藩が

手を結んで薩長同盟、倒幕への機運を一気に高めたのは、二人の若い志士の尽力によっ

て成し遂げられたことはご高承のとおりです。 

 現在においても「新しい日本の夜明け」と唱し、種々の話題が展開されています。私共も急

ぎ過ぎゆく一日一日を無駄にしないよう歴史への関心を一層高めて行きたいとの想いしきり

です。 
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「ロータリー財団月間にちなんで」    國田欣吾 財団委員長 
 私がロータリー財団委員長を２回担当させていただいて気付いたことですが、入会２年～３

年位の方は財団用語などはご存知ない方がおられると思いますので、今日は、基本的なこと

から来年実施されます注目の未来の夢計画 FVPをはじめ財団委員会の中の変わった小委

員会の内容を報告します。 

資料1 A．英語の略語と内容について     

資料2 B．くずはRCの年次寄付、各クラブの金額、順位 寄付金について 

資料3 C．東北大震災、九州北部大雨災害、各クラブの内容、金額 

資料4 D ロータリーカード     

●本題 

 ・奉仕を通じて平和を 2012～2013 田中作治RI会長の言葉     

 ・財団の目標は5つ カナダ、ウィルキンソン 12年～13年度国際RC財団管理委員長     

 ・現在の財団プログラム ①教育的プログラム②人道的プログラム③ポリオプラスプログラム     

 ・寄付額                         

  ①年次寄付は150ドル以上 地区財団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF） 

  ②ポリオ・プラス（使途指定寄付） 40ドル以上 

  ③補助金 承認済、マッチンググラント（MG）、グローバル補助金（GG）への提唱者負担分 

  ④ その他 災害復興基金など 

  ⑤恒久基金 財団の未来を長期にわたり堅実なものにするため永遠に投資される 

 ・寄付金の税制度の優遇措置 

 ・地区補助金 ①「新地区補助金（DDFが資金源） 地区財団活動資金 

           ②グローバル補助金 （DDF、現金、WF 資金源） 国際財団活動資金  

●VTT（Vocational training Team）職業研究チーム 

 １．新地区補助金を使ったVTT  

 ①地元での職業研修が可能 ②派遣だけ受入だけでもよい 

 ③研修期間、参加資格、構成など地区が独自に決定してもよい 

 ※具体的な活動理念などは各RC、若しくはRCのグループが決めることも可能 

 ２．グローバル補助金によるVTT   

 ①交換でなくてもよい②チームリーダー１名、メンバー３名以上 ③年齢制限・時間設定なし 

 ④メンバーの職業は異なってもいいが、同じ重点分野でなければならない 

 ⑤世界中のどの国でも使用可能 

  （ミャンマーなどアメリカ政権下の国々でのプロジェクトはTRFの承認が必要） 

 ⑥６つの重点分野に該当しなくてもよい 

 ⑦地区の裁量で補助金金額を決めることができる  

●グローバル補助金（GG） 

 1．継続可能な長期的プロジェクトであり、測定可能な基本的成果が必要 

   ６重点分野との合致また比較的高額な授与額、国際財団活動資金WFから上乗せ 

   オプション、クラブ、地区が立案した活動、R財団の立案したパッケージプランなどがある        

●地区補助金申請スケジュール、申請額 

  2012年12月20日 プロジェクト計画書を地区財団補助金小委員会へ提出 

  2013年1月15日～2月末   クラブから地区財団補助金小委員会へ申請書提出 

       3月1日～3月20日   審査 

       3月末         クラブへ合否通知 

       4月          地区からTRF国際ロータリー財団委員会へ一括申請 

       7月以後        TRFから地区へ入金あり次第クラブへ補助金交付       

 ☆結果 本年度高島会長のときか、北川次年度会長ときの被選理事会で事業を決めて 

  進めていかなければならないと思います。 

卓  話 



第１８３９回例会出席報告（１１月１４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  32名 61.54％ 

第１８３６回 例会補正後 出席率 81.48％ 

   メーク 26名  欠席 10名   除外 3名 

お客様 森 康有様 (枚方警察署) 

            藤 野   様 （   〃   ） 

○本日の配布物 

①１１月21日週報 

②12月8日地区大会本会議及び移動例会のお知らせ 

〇本日の回覧物 

・全委員長会議出欠表 

○地区行事等出席報告 

11/19～20 東北支援訪問    高島、原田、畠仲 

    山口(尚)、國田、源本、粟津、多田、稲田(義） 

○地区行事等出席予定  

11/27 幹事会                    畠仲 

12/7 地区大会晩餐会           高島、畠仲 
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 ＜クリスマス家族例会のお知らせ＞ 
  

   ・日   時：２０１２年1２月２２日（土）  

   ・場   所：ウエスティン都ホテル京都 

   ・例会開始：１７：００～２１：１５ 

   ・申込期限：2012年11月21日(水)到着分まで 

   ・問い合せ：西田英夫親睦委員長 

 

 ＜シャトルバス＞ 

  ・往路【樟葉駅発】 

    集合場所：樟葉駅前大阪歯科大横 

    集合時間：15時20分（時間厳守） 

  ・復路【ホテル⇒松井山手駅(経由)⇒樟葉駅】 

  ＊ご利用の方は事前に親睦委員長または事務局 

    までお申込み下さい。 

ニコニコ箱 合計  ¥8,000 累計   ￥629,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊前回欠席のお詫びと入会記念品を頂いて 山本正夫 

＊パワーポイントできるようにして下さい    山本一郎   

＜野球同好会報告＞ 

 

次回の試合は下記のおとり。会員の皆様参加・応援よろし

くお願いいたします。 

 ※八尾東ＲＣに勝利すると14：00より決勝戦です！ 

日程・曜日 集合時間 場  所 試合相手 

11/２５(日) 

 

 9:20集合 

10:20試合開始 

ミキハウス球場 

（三重県伊賀市）  

八尾東RC 

～移動例会のお知らせ～   

 ・日 時 ２０１２年１２月８日(土)11:30～ 

 ・場 所 中華料理「皇家龍鳳」 

       リーガロイヤルホテル大阪１５F  

  ＊例会後、大阪国際会議場に移動し地区大会 

    本会議に出席します。 

 

第6回くずはＲＣ杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会 

決勝戦・閉会式のご案内 

 

  ・日 時 2012年12月９日(日)試合開始12:45～ 

  ・場 所 伊加賀スポーツセンター 

        枚方市伊加賀西町５３番２号 

  ・その他 12時より入門可 


