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≪１１月１２日(木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「アメリカのおはなし」 

北井孝彦君 

 

♪本日の歌  ｢奉仕の理想」 

 

 

 

 

≪１１月１９日(木）≫ 

◎公 休 日 

 

 

≪１１月２６日(木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「未    定」 

表 孝典君 

 

 

              

 

≪１１月０５日（木）例会≫ 

 会員数１８名 出席者１３名（８６．７％） 

 ＊１０月１日（木）例会修正出席率 ７３．７％ 

 会員数１９名 例会出席者１４名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名 

 

 

 

 

 

幹事 木戸章由君 

◎本日例会後にＩＭＲＤ実行委員会を行います。 

◎11/19(木)の例会は公休日です。 

 

≪１１月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2020 年 11 月 5 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル 5 階「瑞宝」 

出席者 政岡、井上、北井、今中、表、田村、谷口、

木戸 オブザーバー：小寺 茨木様 

◎１１．１２月行事予定 

11月 5日(木) 定例理事会 

11月 12日(木) ＰＲ例会ではなく通常例会 

11月 19日(木) 公休日 

12月 3日(木) 定例理事会 

12月 17日(木) 年次総会 

12月 20日(日) クリスマス家族会 

12月 24日(木) 振替休会 

12月 31日(木) 公休日（新年例会は 1/14） 

◎ＩＭＲＤについて 

 大阪ネクスト RCの茨木様より、映像・通信の当日ま

での段取りについて説明頂きました。 

映像通信の担当を木戸幹事。ＦＲ親睦交流会の担当

を今中君に決定。 

金輪会では会費 4,500 円で承認され、11/17㈫の地

区財務委員会で最終承認待ち。プログラムの一部訂

正。当日の段取りについて早急に詳細を決めていく。 

◎国内奉仕事業の提案について 

 田村国内担当より、困窮家庭のサポートについて提

案があり、これを進めていくことを承認され、施設

等に状況など詳細を調べて行う。 

幹 事 報 告 



 

  

 

◎クリスマス家族会について 

 表会員交流担当より、クリスマス家族会を行っても

良いかどうかの確認があり、改めて 12/20(日)ＫＫ

Ｒ１４階「オリオン」で行うことを承認。 

早速出欠を取り段取りを進めていく。 

 

 

                                         

会長 政岡政広君 

本日の例会は 11 月最初の例会です。11 月はロータ

リー財団月間となっておりまして、財団月間に因んで

地区から 2 名のお客様がお見えになっております。 

地区ロータリー財団委員会・資金推進小委員会・委員

長 岩佐嘉昭様、所属クラブは東大阪 RC でございま

す。もうお一方は地区ロータリー財団委員会・補助金・

小委員会・委員 相馬康人様、所属クラブは八尾 RC

です。岩佐様、相馬様にはこの後卓話を賜る事になっ

ております。どうぞ宜しくお願い致します。 

本日の会長の時間ですが、私は YouTube で感動も

のの動画を見るのが好きなのですが、特にタイのＣＭ

は日本のＣＭと比べると時間も長くショートムービ

ーの様な感じです。 

先日見たのはＣＭではなくドキュメンタリーなので

すが、私個人的には心の洗濯ができた！と感じた動画

でしたので是非ともお話しさせて頂きたいと思いま

す。 

ある教室での 1 シーンですが、授業中に一人の男の

子にお医者さま？学校の先生？と思われる大人の方

が近づいていきある眼鏡を渡すのですが、男の子はそ

の眼鏡を受け取ると勿論その眼鏡をかける訳ですが、

掛けてすぐに満面の笑みで大はしゃぎし何度も何度

も楽しそうに周りを見渡しています。そして暫くする

と今度は号泣しはじめました。 

この少年は、目は見えていますが色覚異常で色が分

からなかったのです。そして生まれて初めて見えた色

に喜び感動し号泣した訳ですがこの動画を見て自分

自身が日々何不自由なく当たり前に過ごせている全 

 

ての事に感謝しないといけないな！と改めて思いま

した。 

今年度当クラブで会長をさせていただいております

が不慣れな会長の私にみどりの皆さんが当たり前の

ように協力して下さっています。 

特に来年開催されます IMRDに関しては準備期間が

短いうえに初めて会長をするクラブがホストを務め

る事になり皆様方が例会休会日の日も例会終了後も

当たり前の様に協力して下さっていることにも改め

て感謝しなければいけないと思いまして本日このお

話しをさせて頂きました。 

東大阪みどり RC の皆様、野原さん引き続き宜しく

お願い致します！ 

 

  

 

「ロータリー財団月間に因んで」 

地区ロータリー財団 

資金推進小委員会 委員長 岩佐嘉昭様 

東大阪みどりロータリークラブの皆さん今晩は！ 

財団月間の卓話ということで呼び頂きまして有難う

ございます。 

私は地区ロータリー財団委員会 資金推進を担当

しております、東大阪ロータリークラブの岩佐嘉昭

でございます。  

本日は東大阪みどりロータリークラブの皆様方に

財団寄付に関する、より一層のご理解５を賜ります

ようお話を致します。どうぞ宜しくお願い致します。 

まず、当地区の財団委員会が掲げております寄付

目標額ですが例年通り、年次基金寄付／会員１人あ

たり ＄１５０以上、ポリオプラス基金寄付／会員

１人あたり＄５０以上、そして恒久基金寄付として 

各クラブ（ベネファクター）＄１．０００として１

会員 1 人以上であります。 

東大阪みどり RC さんの実績は、2017-18 年の寄付

は、年次基金＄１０３、ポリオ＄２５、2018-19 年

の寄付は、年次基金＄８７、ポリオ＄２９ 、 

会 長 の 時 間 

卓 話 抄 録 



 

  

 

2019-20 年の寄付は、年次基金＄５３、ポリオ＄１２

でした。何卒、目標金額達成を。ベネファクターも 1

名合わせてお願い致します。 

そのご寄付に対しては、公益財団法人ロータリー日

本財団から税制上の優遇措置（所得控除または税制控

除）があります。（ＰＰＴご参照） 

財団寄付の分類としては、年次基金寄付・ポリオプ

ラス・恒久基金寄付・ロータリー災害救援基金があり

ます。オンラインによる寄付につきましては、My 

Rotary をご参照ください。財団寄付の認証につきまし

ても皆様方がご自分でＭｙ Ｒｏｔａｒｙからご覧頂

けます。次にＲＩＤ２６６０財団資金配分状況（地区

で使用可能なＤＤＦ）収入としましては、年次基金寄

付３年前の５０％、恒久基金からは使用可能な収益の

５０％、前年度からの繰入額です。支出であります寄

贈分野は、ポリオプラス（追加含む）、ロータリー平和

センター、クラブ奉仕活動のための補助金（地区補助

金・グローバル補助金）があります。この他グローバ

ル奨学生への支援があります。 

今後の素晴らしい奉仕活動を実施していくために宜

しくお願い致します。 

 尚、地区ロータリー財団委員会関係の資料は、地区

ホームページ 財団委員会のところにすべて掲載し

ております。 

 

「ロータリー財団補助金のシステムについて」 

地区ロータリー財団委員会 

補助金小委員会 委員 相馬康人様                   

 私からは、財団補助金の概要と具体的な活用事例に

ついてご説明します。ロータリー財団は法人格を持

ち、ロータリーとは異なる組織です。その役割は税金

にも似て、集金力を背景にした大型事業遂行・クラブ

間での再分配の機能を持っています。 

年次基金・恒久基金をはじめとする各種寄付によ

って集められた資金は、地区財団活動基金

（DDF）や国際財団活動基金（WF）、ポリオプラ

スに振り向けられ、さらに地区補助金（DG）・グ 

 

ローバル補助金（GG）に使われますが、ここ数

年 GG の伸びが顕著で寄付の増加が追いつかず余

裕が無くなりつつあるのが現状です。特に昨年度

ではコロナ対策支援の為に WF が枯渇しまし

た。厳しい経済状況ですが、今年の年次基金寄付

は 3 年後の事業原資となります。コロナ後のさあ

これからという時のため、皆様におかれましては

例年、願わくば例年以上のご寄付・ご支援を賜り

たく、よろしくお願い申し上げます。 

DG の具体的な活用事例としては、野球の指導を

通じて現地に規律の浸透を図る大阪北 RC の「第

2 次タンザニア野球オリンピックチャレンジ支

援」、対立する 2 民族の相互理解を促進する大阪

御堂筋本町 RC の「スリランカ アニメ DVD 制

作・配布」、そして昨年度、東大阪みどり RC を

はじめ東大阪のクラブが中心となって行われた

「東大阪市の医療機関へのフェイスシールド寄

贈」などが好事例として挙げられます。 

一方、GG 活用の一つ、グローバル奨学金は 6 重

点分野に関わる日本人留学希望者に勉学に集中さ

せるべく最大 10 万ドルと手厚い支援を行うのが

特徴で、日本との絆を築くため多数の外国人留学

生を支援する米山奨学金に対し人数は年 1～2 人

と少ないものの、ハーグの国際機関日本代表を輩

出するなど未来のリーダー育成に役立てられてい

ます。 

 

 

  

例会担当委員会 

◎財団寄付ひとり 20,000 円(年次寄付 15,000 円、 

ポリオ 5,000 円) 宜しく御願いします。岩佐さん、

相馬さん卓話宜しくお願いします。 

島 啓介君 

 

本日合計  24,000円  今年度累計  219,000円 

 

ニコニコ箱の報告 



 

  

 

 


