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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

例会プログラム   

12:50 開会点鐘 

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・ロータリーソング 

  「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

   出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

   田代 ミチル会員 

・外部卓話 

 「もんぺ座活動報告」 

  座長 犬伏和江 様 

・謝辞  山口尚志 副会長   

・その他  ニコニコBOX報告 

・13:30 閉会の点鐘  

＜本日の会合＞（敬称略） 

・第５回定例理事会  

 13:35～於：例会場 

 小北、上山、原田、山口尚志、米田 

 多田、稲田、岩本、橘、粟津、源本 

 木﨑、川島、國田、日野 
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

    

第１９７５回 例会  

於：くずはゴルフ場 

次回の例会 

１１月１１日（水） 

   ＊卓話 

   川島吉博 親睦委員長 

  ＊3分間スピーチ   

          山口伊太郎 会員   

   

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 

 

 奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

【１１月 入会記念日】 

原田武夫会員 H ２．１１．１４ 

岩本昌治会員 H ３．１１． ６ 

北川順清会員 H ４．１１．１１ 

髙島叔孝会員 H ４．１１．１１ 

畠仲 聡 会員 H ８．１１．１３ 

岡山量正会員 H ８．１１．１３ 

若林尚史会員 H ８．１１．１３ 

田中一眞会員 H２２．１１．２４ 

【１１月 お誕生日】 

中谷賀久会員 Ｓ３８.１１．２６  

江口信昭会員 S４９．１１．３０ 

人形劇団「もんぺ座」  

 

犬伏 和江 様 

田村 都志 様 

森瀬裕美子 様 

田中 明美 様  

本日のお客様 



会長の時間   
 

 

 皆さんこんばんは。 

２５日の日曜日は、ガバナー杯野球大会の応援に行ってまいりました。秋空の下、くず

はロータリークラブの赤いユニフォームが踊っていましたが、踊り疲れて惜しくも吹田西

ＲＣに負けました。11月8日にも試合がありますので、お時間のある方は一緒に応援に

行きましょう。 

 本日はお客様としてまたゲストスピーカーとして、国際ロータリー第2660地区ロータ

リー財団委員長の宮里唯子様をお迎えして例会を行います。私が初めてお会いしたの

は地区の財団セミナーでした。地区にこんな話がお上手で聴きやすいすごい人がいる

のかと思いました。同席していた上山会長エレクトも、あの人何もんやと驚かれていたの

も覚えています。そこで、当時は財団の小委員長でありました宮里様にロータリー財団について卓話

のお願いをしました。快くお引き受けいただき、誠にありがとうございます。 

 我がクラブは、毎年財団に一人当たり年次寄付150ドル、ポリオ50ドルを寄付しております。また、今

年度も財団の補助金を使って枚方市内留守家庭児童会に百科事典を寄贈することができました。 

 本日はロータリー財団というテーマでお話をしていただきます。お話を聞いて皆さんもなるほどと思わ

れると思います。会員皆様にご静聴の程をお願いしまして会長の時間を終わります。 

ありがとうございました。 

 

 

 
  

 

講和「2015-16 ロータリー財団月間 」 
 

国際ロータリー第2660地区 ロータリー財団委員長 宮里 唯子  様 

 

 ロータリー財団は、クラブや地区の人道的および教育的活動に補助金を提供する非

営利法人です。財団が国際ロータリーより5倍程度の資産を保有しているため、その資

産を活用して独自の活動をしているのではないかと危惧されるロータリンもいらっしゃい

ますが、ロータリー財団が国際ロータリーの方針に沿わない活動することは一切なく、

両者の理念は同じです。 

 

ロータリー財団の歴史： 

1917年に6人目のRI会長であったアーチC.クランフが提案し、1928年正式に発足しまし

た。財団は、奨学金プログラムを契機に発展してきました。 

 

財団寄付： 

財団への寄付は、財団プログラムを存続させるための燃料の役割を果たしています。大きくわけて1.

年次基金寄付、2.恒久基金寄付、3.ポリオ・プラス寄付の3種類です。 

 

財団の新しい資金モデル： 

2015年7月から新しい資金モデルが導入されました。財団の運営費（寄付推進と管理運営にかかる費

用）の原資を、従来の投資収益のみに頼らず、必要な場合にのみ年次基金寄付の5％を充当しようと

いうものです。 

小北 英夫 会長 

 

 

宮里唯子地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 



 

財団補助金モデル： 

財団の補助金には、「地区補助金」と「グローバル補助金」の2種類があり、前者は地区にクラブへの

配分の裁量権があり、クラブは比較的小規模かつ短期の活動に利用します。後者は、6重点分野に

おける大規模で、成果の継続性が期待できる国際奉仕活動を実施することができます。 

 

RIと財団、そして当地区の優先項目： 

最優先項目は、ポリオの撲滅です。また、補助金プログラム参加を通じた人道奉仕の質を高めること

を目標に掲げられました。 

 

ポリオ・プラス： 

ポリオ・プラス プログラムをロータリーが開始して30年目を迎えました。野生ウィルスの常在国は1988

年に125カ国ありましたが、間もなくアフリカがポリオフリーとなり、残るはアフガニスタンとパキスタンの2

カ国となりそうです。 

 

6重点分野： 

RIはプロジェクトの質を高め、できるだけ多くの成果をもたらすことを目指して6重点分野（平和と紛争

予防／紛争解決・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率向上・経済と地域社

会の発展）を定めました。ロータリー財団は、グローバル補助金をはじめとするリソースを提供し、6重

点分野の活動を重点的に支援しています。 

第2660地区 財団目標：ご協力、お願いします！ 

 ＊会員一人当たり、ポリオ・プラス寄付US$50.00、年次基金寄付US$150.00を御願いします。 

 ＊人道奉仕活動に、財団補助金（地区補助金とグローバル補助金）御活用下さい。 

 ＊平和フェローをご推薦下さい。 

 

2015-16年度地区大会のご案内  
 

 

             

 於：リーガロイヤルホテル 

 18:３0～開宴 

 ＊関西二期会の夜オペレッタ 

  「こうもり」 

 於大阪国際会議場  

 11:00～開会 

 12:00～休憩 ※お弁当有（吉兆） 

 13:15～式典 

 15:00～講演 特別シンポジウム「究極の職業奉仕」 

        基調講演①「免疫難病治療ー大阪から世界へ」 

            ②「がんは治る:がん免疫治療薬PD-1抗体」 

 17:30 閉会 

  

山口尚志副会長より謝辞 



2015年 １１月 

日 月 火 水 木 金 土 

１１／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

  文化の日 １２：５０ 例会        

もんぺ座来訪       

定例理事会 

   

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

野球同好会  

決勝戦      

ｻﾝﾄﾘｰ球場 

  １２：５０ 例会       

卓話 川島親睦委員長      

七つ星歩こう

会ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

  

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

   １２：５０例会       

卓話 久保 勉 会員 

ゴルフ同好会

於：ABCｺﾞﾙﾌ

倶楽部 

  

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

  幹事会      

大東市民会館 

１２：５０例会        

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問     

ｸﾗﾌﾞ協議会開催    

百科事典寄贈式 

   

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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   広報委員長   田中 一眞 

第１９７4回 夜間例会出席報告（10月28日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ４１名 ８３．６７％ 

お客様 宮里唯子様（地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長） 

第１９７１回 例会補正後出席率９２．４５％ 

  メーク６名  欠席４名  除外３名 

ニコニコ箱 合計 \31,000 累計  \503,010 

○本日の配布物 

①１１月４日週報 

②ロータリーの友11月号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信11月号 

②2016ソウル国際大会のご案内 

③国際ソロプチミスト枚方ｰ中央ﾊﾞｻﾞー券及び 

 日本語弁論大会の案内 

○地区行事等出席予定（敬称略）   

 11/17 My Rotaryに関するｾﾐﾅｰ        米田、田中  

 11/24第2回幹事会                   米田 

 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊職場見学は有意義でした 

＊いつもありがとうございます 

＊宮里さんに感謝して 

＊多田利生さんに強請されて 

＊吹田西戦メッタ打ちされました スミマセン 

吾郷泰廣 

片桐公秀 

初木賢司 

山本一郎 

多田利生 

第27回ガバナー杯争奪軟式野球大会 

          

決勝戦 11月8日（日）11時～ 

くずはRC 対  八尾東RC 

 

         於：サントリー球場 

（ｻﾝﾄﾘｰ箕面総合ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

   

    応援よろしくお願い致します！ 
               


