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11 月はロータリー財団月間
第 3052 回
（

）の例会

◎ソング････それでこそロータリー
◎卓 話 ｽﾋﾟｰｶｰ･･･川面 智義君
テーマ････「 故郷、小田原 」
ｽﾋﾟｰｶｰ･･･川脇 健君
テーマ･･･「信用金庫とは何者か…」
◎例会後の行事
「洋食を楽しむ」 於：VIVO 18：00～

第 3053 回

次週（12/7）の例会
年次総会

◎国歌･･･君が代
◎ソング･･･奉仕の理想
◎誕生・結婚・入会記念月御祝
◎創業記念月御祝
◎卓話 スピーカー
深野 裕一君

◎例会後の行事 12 月度定例理事会

◎出席報告
会員数
52

名

先々週（11/16）の例会から

本日（11/30）の例会

出席者数

出席率

44 名

86.27 ％

前々回例会補正後出席率
93.75 ％
但し、 Mup 3 名
欠席者 3 名
出席規定摘用免除有資格者
4 名

計1名

◎ゲスト・ビジター
学校法人大阪医科薬科大学
高槻中学校・高槻高等学校
学校長 岩井

一

様

◎会長の時間
「ロータリー財団の今後」
ロータリー財団は大きくなりました。設立は 1917 年
で、その年に集まった寄付金は 26.5＄だったそうで
す。現在価値で 500＄ちょっとです。それが今や 1,000
億円の資産を持ち 300 億円の事業を行うまでになりま
した。ここまで来ますと問題点と言いますか、課題が
出てきます。まず、世間の評判はどうでしょうか。超
我の奉仕を謳っているロータリーですが、これだけの
資金を投じて 成果を問わない訳にはゆきません。ノー
ベル財団とは比べようがありませんが、ユニセフや国
境なき医師団、赤十字社などにくらべても、大きく見
劣りします。それに我々は、世間でいう奉仕活動のプ
ロではありません。紛争地域や未開の地に行くわけで
はありません。そして事業費の半分以上は個々のクラ
ブや、数クラブの共同事業に支出されています。投じ
た資金のわりには、世間の認知は得られていません。
この辺りの事情が、ロータリー活動の潮目が変わって
きたひとつの原因と思います。
財団本部は支援分野を 6 つに絞り込むなど投下資金
の効率化を図っています。また、本年度のＲＩ会長ジ
ョン．ジャーム氏は認知度の向上を訴えています。例
えば、地域で 奉仕活動を行う時、地域のメディアに取
り上げてもらえるようと言っておられます。ロータリ
ー活動の潮目は明らかに変わりつつあります。

私は、ロータリー財団の活動を否定してはおりませ
ん。ポリオは撲滅までやり遂げるべきだと思います。

人類に奉仕するロータリー

ROTARY

SERVING

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

新しい補助金制度はよく考えられていて、各クラブ
◎外部卓話
の海外支援活動は急速に増えています。しかし、この
◆テーマ
ような動きに対し京都の 2550 地区は、ロータリー活動
「教育再生実行会議が目指す教育改革と
が奉仕に偏重する事に懸念を表明しています。
高槻中学校・高等学校の取り組む教育について」
ロータリー財団 100 周年を機に、今後のロータリー
◆スピーカー
活動の中で、財団の役割を今一度問い直してみるべき
学校法人大阪医科薬科大学
だと思います。多分、ポリオの終結宣言が出された後
高槻中学校・高槻高等学校
ロータリーの活動は大きな転機を迎えると思います。
学校長 岩井
一（いわい はじめ）様
幸い、今日は、職業奉仕をテーマとした情報集会が開
◆プロフィール
かれます。社会に貢献するためロータリーを通じて、
昭和 22 年、大阪府生まれ
どのようなことができるのか考えていただきたいと思
昭和 49 年、高槻中学校・高等学校専任教諭
います。
（理科・化学）就任
教務副部長、教務部長代理、教務部長、教頭を
◎幹事報告
経て、平成 22 年から現職
・先週呼びかけいたしましたポリオ寄付金ですが、受
付にて集金しておりますので、必ず本日中によろし
※
当日資料配布済
くお願いいたします。
・12/7 年次総会のご案内をメール配信および各ポケ
ットに配布しておりますので、ご参加のほどよろし
くお願いいたします。
・高槻商工会議所より、会頭ならびに副会頭、再就任
のご挨拶状が届いております。
・12 月 9、10 日に開催される地区大会の参加者宛に名
札が届いておりますので、各ポケットに配布してお
ります。当日はバーコードにて登録の手続きをしま
すので、この名札をお忘れなくご持参ください。
・大阪西北 RC より春の RYLA セミナーの報告書が届
いております。後方テーブルに置いておりますので
ご覧ください。
・来年 6 月にアトランタにて国際大会が開催されます。 ◎例会後の行事
概略の行程、費用を作成しましたので、回覧します。
第 2 回情報集会
参加者 33 名
12 月 15 日が第 1 次締切ですので、ご参加のほどよ
① 片山美智子会員による
ろしくお願いいたします。
「RC における 自分が思う職業奉仕とは」の
◎委員会報告
講話がありました。
② その後、各テーブルにて会員各自が思う職業奉
○職業奉仕委員会
小山 彰夫
仕感について討議しました。
先週 11/9 サントリー工場見学では寒い中ではござ
いましたが、多数のご参加をいただきましてありが
とうございました。次回の 30 日「洋食を楽しむ会」
では更に内容をレベルアップしてまいりますので、
多くのご参加をよろしくお願いいたします。
〇クラブ運営委員会
小阪 大輔
12 月 23 日（祝・金）に忘年家族例会が開催されま
す。現在出席者数が現在 60 名となっております。今
一度、ご再考いただいてご参加のほどお願いします。
30 日から集金をいたしますので、よろしくお願いい
たします。
〇クラブ研修委員会
清水 利男
本日例会後に情報集会を開催します。各テーブルに
研修委員がおりますので、意見を取り纏めて発表を
いただきたいと思います。後日、無記名でフィード
バックいたしますので、ご自身のお考えになる職業
奉仕感をご記入いただければと思います。
ご協力よろしくお願いいたします。

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝 川面君
・皆出席内祝
稲富君
内本君（岩井学校長、貴重なご講演ありが
とうございました）

・岩井様、卓話ありがとうございました。インターアク
トクラブではお世話になっております。よろしくお願
いします。
朝倉君
・岩井校長、本日は貴重なお話をありがとうございまし
た。
藤井君
・岩井先生、お久しぶりでございます。今日は卓話をあ
りがとうございました。
羽根田君
・岩井校長に為になる卓話を話して頂いて。
橋本君
・岩井校長先生、本日の講演ありがとうございました。
岩井君
・サントリー工場見学、多数ご参加ありがとうございま
した。
小山君
・岩井校長先生、卓話ありがとうございました。丸山君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
60,000￥ 1,105,000–

◎R 財団への寄付
岩井 祐造君 ￥5,000- 川面 智義君 ￥5,000丸山 俊郎君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000本日の合計
￥ 20,0007/1 よりの累計
￥ 420,000一人当たり平均 ＄84.03
※ 藤井 敏雄君

￥102,000-

（ベネファクター）

◎米山奨学会への寄付
朝倉 通憲君 ￥5,000本日の合計
￥ 5,0007/1 よりの累計
￥ 262,500会員より
￥ 140,000ｸﾗﾌﾞより
￥ 122,500一人当たり平均 ￥5,357-

