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11 月はロータリー財団月間
第 3050 回
（

先週（11/2）の例会から

本日（11/9）の例会

）の例会

◎ソング････四つのテスト
◎外部卓話

高槻市役所 保健医療福祉部

◎ゲスト・ビジター

計0名

◎会長の時間

「ロータリー財団」
今月は、ロータリー財団月間です。そして財団設立
100 周年という節目の年なのです。そこで本日のテーマ
は、ズバリ「ロータリー財団」についてです。
いきなりクイズです。皆さん、ロータリー財団の資
産はどれくらいだと思いますか。ヒントです。この間
お話ししました米山奨学会は 85 億でした。ノーベル財
第 3051 回 次週（11/16）の例会
団は 375 億円です。京都賞で有名な稲盛財団は 1,000
億円です。少し飛びますが、ビルゲイツと奥さんの持
◎ソング････日も風も星も
っている財団は 4 兆円です。ここは、ウォーレン バ
◎10 月度皆出席表彰
フェットという世界一の投資家が１枚かんでいますの
◎卓 話
で、別格です。答えは 1,000 億円です。
スピーカー
しかし、財団のパワーは、事業費にいくら使えるか
学校法人大阪医科薬科大学
によって決まります。ノーベル財団も、稲盛財団も収
高槻中学校・高槻高等学校
入源は資産の運用益ですので 10 億円前後です。ロータ
学校長 岩井
一 様
リー財団の事業費はと言いますと、270 億円です。桁違
テ ー マ
いのパワーを持っています。事業費は、毎年の寄付金
「教育再生実行会議が目指す教育改革と高
で賄われているからです。
槻中学校・高等学校の取り組む教育について」
ここでもう少しロータリー財団の財務の中身を見て
◎例会後の行事
みましょう。寄付金は 270 億円で、そのうち、ポリオ
第 2 回情報集会（於：例会場）
撲滅目的に 98 億円集っています。運用益は 50 億円あ
り、管理費に使われます。
※ 11/23 祝日休会
次に資産の中味です。年次基金として 480 億円、ポリ
オ基金として 80 億円持っています。ほぼ 2 年の事業費
◎出席報告
を賄える額です。ほかに、恒久基金として 360 億円持
会員数
出席者数
出席率
っています。
これは、事業費には使われません。財務基盤を強化
52 名
42 名
87.50 ％
するため毎年 20～30 億円ほど、増額されています。全
前々回例会補正後出席率
86.96
％
部で 1,000 億円になる訳です。
但し、 Mup 2 名
欠席者
5 名
今日は、色々数字を申し上げましたが、次の事を頭
出席規定摘用免除有資格者
5
名
に入れておいてください。今年 100 周年を迎えるロー
タリー財団は、1,000 億の資産を持ち、270 億円もの事
業費を支出できるパワーのある財団です。
人類に奉仕するロータリー
ROTARY
SERVING HUMANITY
最後に、地区より財団 100 周年に当たり、ポリオ撲
滅のため１人当たり
60＄の寄付の依頼がありました。
ジョン・Ｆ・ジャーム
RI 会長
財団としても、ポリオ撲滅にあと少しという事で力が
入っているのでしよう。理事会で検討しまして、改め
部 長
西田 誠
様
テーマ････「高槻市の健康福祉施策について」
◎例会後の行事
サントリー山崎工場見学 14：30～

新入会員のご紹介
氏
名
生年月日
勤 務 先

自宅住所
職業分類
推 薦 者
趣
味
好きな言葉
又は生活信条

光本 智輝
1988 年 9 月 12 日
高槻砕石株式会社

〒596-1123
高槻市芥川町 1-2-B1707
砕石業
清水利男、長山正剛
ツーリング、ゴルフ
One for all、All for for one

タリー財団は、1,000 億の資産を持ち、270 億円もの事
業費を支出できるパワーのある財団です。
最後に、地区より財団 100 周年に当たり、ポリオ撲
滅のため１人当たり 60＄の寄付の依頼がありました。
財団としても、ポリオ撲滅にあと少しという事で力が
入っているのでしよう。理事会で検討しまして、改め
てお願いいたします。
◎幹事報告
・摂津 RC より例会休会変更の連絡が届いております。
メーキャップの折にはご確認くださいませ。
◎委員会報告
○職業奉仕委員会
小山 彰夫
11 月 9 日（水）例会後、サントリー山崎工場見学を
開催します。ＪＲ高槻駅から、13：42 もしくは 13：
57 発の電車に乗車して、大山崎駅にて降車後、徒歩
10 程度です。14：30 には開始できるようお集まりく
ださい。宜しくお願いいたします。
〇社会奉仕委員会
石田 佳弘
Ｒの友 11 月号 44 頁に今夏の薬物乱用防止キャンペ
ーンの記事が掲載されております。ご覧ください。
〇Ｒ財団
井前 憲司
Ｒ財団より、1 人当たり財団への寄付 160 ドル、ポ
リオ 60 ドルの依頼が来ておりますので、ご協力宜し
くお願いいたします。
◎委員会例会
◎例会後の行事

小阪：11 月 9 日の卓話を外部卓話とし、高槻市健康福祉部
の西田誠氏を迎える。2 月 15 日は高槻市長を迎えて
の外部卓話となる。
議長: 二人三脚例会をもう一度やってみたい。なんとしても
60 名の目標を達成したい。伊藤委員長と相談して 2
月 15 日の高槻市長を迎えた日に合わせて開催した
い。
<異議なく承認されました>
議案③総会開催の件
議長：12 月 7 日に総会を開催。 <異議なく承認されました>
議案④地区委員会への派遣委員の選任の件
議長：例年大方 3 人を派遣しているが、今年は入谷・伊藤・
長井・内本の各氏にお願いしている。
清水:入会歴 4、5 年位の若手を派遣してはどうか?
議長:幹事に原案を作っていただいて、会長幹事に一任い
ただきたい。
<異議なく承認されました>
議案⑤ブキビンタン RC 訪問の件
議長：12 月に行く予定であったが、共同事業もあるので年
明け 2 月ごろに変更したい。 <異議なく承認されました>
議案⑥：お見舞金の件
議長：事後報告となるが、前内会員へのお見舞金を 1 万円
支出しました、承認願いたい。 <異議なく承認されました>
報告事項
①入谷幹事より、アトランタ国際大会について旅程・費用等
の説明有。例会時に参加者を募り、12 月中には確定した
い。
②小阪委員長より、西武の都合で 2 月 1・8 日の例会場が使
えない。1 日を桃谷楼で、8 日を山水館で開催とする。
③小山委員長より、2 月 15 日に委員会事業第 4 弾として山
水館で「日本酒と和食を愉しむ会」を開催予定。
④議長より、新入会員歓迎会を年明け 1 月位、次々回の情
報集会時あたりで開催を検討する。
⑤ポリオ撲滅基金の地区より一人 60 ドルの寄付協力の要
請があるが、例会で 60 ドルに拘らず回覧し募る。
⑥入谷幹事より、12 月 9・10 日の地区大会(28 名参加予定)
時、大阪で懇親会を開催する。
⑦浜田委員長より、高槻 RC が 2018 年 IM 担当となる。場
所は後日として、日程を 2018 年 2 月 24 日(土)にする。
以上
◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝 浜田君（いよいよ 60 才になります）
岩井君、小山君、
西本君（毎年言っておりますが、あっという
間に〇〇才になってしまいました）

11 月度定例理事会

・結婚記念内祝 浜田君、奥田君、田渕君
・入会記念内祝 光本君（歴史と伝統ある高槻ロータリークラブ
に入会させていただいて）

11 月度定例理事会議事録
2016 年 11 月 2 日(水)
13:35～14:30 (於 例会場)
出席者 藤井・入谷・朝倉・清水・片山・浜田・小阪・
小山・石田・内本・河合・長山
オブザーバー:井前
欠席者 伊藤・松尾・古川 (敬称略)
議 事 議長は藤井会長にて議事進行
前回議事録確認
<異議なく承認されました>

長山君（光本さん、ロータリークラブへ

開催日

議 案①会計報告
河合会計：資料に基づき説明有
<異議なく承認されました>
議案②例会スケジュールの件
小阪：11 月 9 日の卓話を外部卓話とし、高槻市健康福祉

ようこそ）

・創業記念内祝

奥田君
伊藤君（光本さんようこそ。高槻ロータリー
クラブにご入会おめでとうございます）

井前君、片山君、松尾君、藤松君
・光本さん、ご入会を歓迎いたします。
藤井君
・光本様、ご入会おめでとうございます。
入谷君
・各記念月お祝の皆さんおめでとうございます。河合君
・長い間休ませていただいて（50 日間入院）ありがとう
ございました。
前内君
・光本様をお迎えして
清水君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
100,000￥ 1,010,000–

◎R 財団への寄付
坂野 信一君 ￥5,000伊藤 智秋君 ￥5,000河合 一人君 ￥5,000松尾 浩 君 ￥5,000西本恵美子君 ￥5,000-

井前 憲司君
片山美智子君
前内 宏文君
西田 直弘君

本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

￥5,000￥5,000￥10,000￥10,000-

55,000365,000-

一人当たり平均

73.03＄

◎米山奨学会への寄付
石田

佳弘君

￥10,000-

（薬物乱用防止キャンペーン活動の記事が、ロータリーの友
に掲載されました。ありがとうございました）

岩井

祐造君

￥5,000-

西田

直弘君

￥10,000-

本日の合計
￥ 25,0007/1 よりの累計 ￥ 227,500会員より
￥105,000ｸﾗﾌﾞより
￥122,500一人当たり平均 ￥4,643-

