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今週のプログラム
（２０１６年１１月１０日

留学生との交流会

次週のプログラム

第８５９回例会）

藤田国際奉仕委員長

（２０１６年１１月１７日

第８６０回例会）

卓話 三邦 HD フィロソフィー
山本（雅）会員

第８５８回例会 （２０１６年１０月２７日）の記録
＜会長の時間＞

黒 川 彰 夫

先週は松本ガバナーの公式訪問でありました。無事に大きな公式行事を終えて、会長としてはほっ
としております。John F. Germ RI 会長の講演、特に会長の御父上が成人型のポリオに罹患したとい
う VTR を観せて頂いたのは、非常に良かったと素直に感じました。
さて、先日から我クラブの「会員増強」について考えておりました。松本ガバナーの大阪北 RC の
会員数は 185 名、直前ガバナー立野氏の大阪 RC は 270 名、ガバナー・ノミニー片山氏の大阪東 RC
は 124 名、ガバナー・ノミニー・デジグネート山本氏の大阪南 RC は 166 名と圧倒的な会員数であり
ます。私達のように人数の少ないクラブでは、常に予算のことが気になります。安定したクラブ運営
を考えますと 30 名は必要であろうと感じています。
「先ず隗より始めよ」と故事にもありますように、遠大な計画を立てるよりは、先ずは身近なこと
から着手するのが良いと考えました。しかし、ロータリークラブでは一般的には余り使わない多くの
言葉に接するので、
「入会の勧誘がし難いのではないか」とふと感じました。
先ほど申しました、ガバナーとは、ガバナー・エレクトとは、ガバナー・ノミニーとは、ガバナー・
ノミニー・デジグネートとは、意外と説明し難いですね。こんな所から始めようと考えました。
ガバナーとは、知事とか長官、総裁と訳されます。つまり地区のトップです。ガバナー・エレクト
とは、elect つまり、ガバナーに選ばれ決められた人で、７月１日の就任までの間は「ガバナー・エレ
クト」とか「次期ガバナー」と呼ばれるという規定があるのです。ガバナー・ノミニーとは、nominee
つまり、指名とか推薦、ノミネートされた人である。規定では、ガバナーとして就任する日の直前 24
ヶ月以上 30 か月以内に選出され、ガバナー・ノミニー・デジグネートと呼ばれる肩書を担うのです。
Designate つまり、指名するという意味から nominee として任命されるのです。
これらの呼称は、クラブの次期会長にも使うのです。
「会長エレクトは水本徹氏」というように、で
す。

＜お客様＞
・社会保険労務士

＜出席報告＞
♪国歌「君が代」♪

築城

西本明文出席担当

由佳様

＜ロータリーソング＞

全会員

代理 松田会員

会員数（内出席免除会員 4 名）

23 名

♪それでこそロータリー♪

本日の出席者数（内免除会員 2 名） 17 名
本日の出席率

80.95 ％

前々回（10 月 13 日）の修正出席率 80.95％

＜ピアノ演奏＞

近藤美里さん

1 めぐり逢い
2 ゴッドファーザーより『愛のテーマ』
3 想い出の風景

＜幹事報告＞

木下健治幹事

１

松本ガバナーより、先週の公式訪問のお礼状が届いていますので回覧します。

２

福島 21RC より、クラブの現状及び会報が届きましたので回覧いたします。

３

11 月 5 日（土）午前中にサニーストーンホテルにて開催されます米山奨学生スピーチコンテス
トに鄭 珉贊さんが出場されますので、都合がつかれる方は応援をよろしくお願いします。

４ RI 日本事務局より、11 月のロータリーレートは１＄＝102 円と連絡がありました。
５

ホテル阪急エキスポパーク１F フォンテは 11 月より 19：00 までの営業となります。

６

クールビズ終了のため、次回例会よりネクタイ着用でお願い致します。

７

来週 11 月 3 日（木）は祝日休会です。

８

次回 11 月 10 日例会は「留学生との交流会」になっております。その後理事会です。

フォーラム
１米山奨学委員会（小山委員長）初めに小山委員長より、現在当クラブで受け入れている米山奨学生鄭 珉贊君
の４月からの活動実績が紹介されました。鄭君は、最も研究活動に忙しい時期に差し掛かっていますが、毎月の
ホームクラブ例会には欠かさず参加し、クラブメンバーと交流を図っています。また 2660 地区の行事にも積極
的に参加し、7 月 3 日のロータリー米山奨学生総会ならびに新規奨学生歓迎会では韓国出身の新規奨学生たちと
韓国の伝統楽器を使った演奏会を行うなど他校の奨学生と積極的に交流することも行っており、10 月 16 日の米
山奨学生宝塚歌劇観劇会では多くの奨学生とともに初めての宝塚歌劇を鑑賞しました。さらに 11 月 5 日の第 7
回米山奨学生ふれあいスピーチコンテストにもスピーカーとして参加を予定しています。また今後、本人の卓話、
指導教授の卓話も計画されています。ついで米山奨学金の過去 10 年間の拠出実績が地区平均値と比較して図示
され現状が報告されました。当クラブの 3,4 年前までの拠出実績は 2660 地区のトップクラスでありましたが、
現在は平均以下になっていることについて多くの会員が認識していませんでした。会員からいろいろな意見が出
され、今後はこの現実を踏まえ意識して寄付に取り組むことになりました。
２ロータリー財団委員会（高尾委員長）高尾委員長よりロータリー財団基金の設立趣旨やゲイツ財団からの上乗
せの仕組みについて、概略は以下の様なことですが、詳しい説明がありました。その後会員からポリオ撲滅の意
義について今一度思いを馳せ、この運動について協力を惜しまないことで意見の一致を見ました。
ロータリー財団 100 周年
１．1917 年 国際ロータリー会長アーチ Ｃ．クランフ氏が設立。 ２．
「世界でよいことをする」ための基金。
３．アメリカ・ミズリー州カンザスシティーRC からの 26 ㌦ 50 ㌣で開始。 ４．1928 年ミネアポリス国際大会
で「ロータリー財団」正式命名。 ５．ロータリー財団の詳細については、パソコンで「財団・百科事典」参照。
使命と運営・管理・歴史・プログラム（補助金・ポリオプラス等）６．財団百年誌「世界でよいことをしよう・
人びとの心に触れた 100 年」 2016 年～2017 年初めに販売（296 ページ）デイビット.Ｃ.フォード著参照。
2016 年～2017 年度財団委員会事業計画
１．年次基金寄付

160$ / 人

２．ポリオプラス

60$ / 人

野生型ポリオウイルスは世界で 2 ケ国となりました。ゲイツ財団と協力し、ポリオ撲滅活動にご協力をお願いし
ます。ワクチン１人分は 60 セント→60 ドルで 100 人が守れます。
上乗せの仕組み

会員のご寄付 25＄＋ゲイツ財団 50＄＝75＄

「75＄で購入できる物」 1.ボランティア用ベスト

150 枚

2.ワクチンを運搬するための容器

75 個

3.予防接種を受けた子の指を識別するペン 600 個
尚、ゲイツ財団の上乗せ対象額は毎年 3,500 万＄。 撲滅実現に必要な金額は 15 億＄。

米山奨学金一人あたり寄附金額の推移

（上）小山委員長（下）高尾委員長

<ＳＡＡ報告>
＊スマイルボックス
藤田会員
村田会員
松田会員
コメント無
＊ロータリー財団
高尾会員
木下（健）幹事
藤田会員
コメント無
＊米山記念奨学会
木下（健）幹事
小山会員
藤田会員
松田会員
コメント無
＊ラオス基金
藤田会員
黒川会長
コメント無
＊メイプル基金
黒川会長
水本会員
高尾会員
藤田会員
コメント無
＊ファインセッション

岸上和典SAA
11月最初の例会11月10日は留学生との交流会です。皆様ご出席よろしくお願いします。
フォーラムお疲れ様です。
小山・高尾委員長フォーラムよろしく
黒川会長・西本会員・山下会員
本日、財団フォーラムです。よろしく。
高尾委員長よろしくお願いいたします。
高尾委員長フォーラムよろしくお願いいたします。
黒川会長・木下（吉）会員・山下会員
小山委員長よろしくお願いいたします。
米山奨学委員会フォーラムよろしく。
小山委員長本日よろしくお願いします。
今日でSAA司会担当も終了です。また来年よろしく！！
山下会員・西本会員・木下（吉）会員・山本（友）会員・高尾会員・黒川会長
ラオス訪問は3月22日または23日出発予定です。皆様よろしく！！
ラオス行きたい。
西本会員・山下会員・山本（友）会員
朝夕めっきり冷えますね。
今年もいよいよ残すところ2ヶ月、早いですね。
築城様ようこそ。
築城様ようこそ！！楽しんで下さい。
西本会員・水島会員・山下会員・相原会員・木下(吉）会員
15,063円

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
（文責 小山）

