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国際ロータリー会長
ジェニファー・Ｅ・ジョーンズ

会長 藤本 良男

「親睦、多様性、公平性、奉仕、
リーダーシップを共に考えよう」

来 週 の 例 会

■ 11月17日（木）

友人紹介例会ならびに新入会員歓迎会

（衛星クラブ合同例会（夜間移動例会））

18:30 開会

於：ホテル日航大阪 4Ｆ孔雀Ａ

■ 例会前 第5回大橋ガバナー年度準備委員会

16：00～

第2回指名委員会 17：30～

例会日：2022年11月10日
（令和4年11月10日）

■ 本日の卓話

「父とロータリー」

一由 麻里 君

「ロータリー財団月間に因んで」

戸田 尊文 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 11月度定例理事会

11月になりました。あと二ヶ月余りで今年も終わりです。今月はロータリー財団月間です。先月末27日にＹＰ
Ｅ事業でアメリカから３名お招きしました。また例会にも参加していただき我々の例会（日本式）も披露できた
と思います。例会の後にリッキー、マハディオ夫妻（会長エレクト、国際奉仕委員長）をお招きして枚岡神社で
参拝していただき、また神社の周りを散策して頂きました。また夕方からは、素朴な満マルの居酒屋で夫妻を
囲みスキンシップを図るため、また米山奨学生のリンちゃんが我々のために通訳を行ってくれました、会員ひ
とりずつ自己紹介を夫妻に紹介をして盛り上りました。東大阪をふんだんに楽しんでいただいたと思います。

さて、ロータリー財団の期間中のみならず、財団寄付は何時でも受付の席が設けられています。少しでも皆
様のご協力を宜しくお願い致します。
まず財団の寄附はロータリー活動には必要な寄付金です。かつ基本的な活動には基本的なお金が必要かと
思います。是非ともご協力を宜しくお願い致します。ひとり５０ドルすでに寄付金をいただいておりますが、もう
少し寄付金をお願い致します。

今月からIM（インフォームドミーティング）情報集会が始まります。第一回のテーマは「親睦、奉仕、リーダー
シップについて考えよう」です。クラブでは親睦活動、奉仕活動に参加しているか、リーダーシップを発揮でき
ているかを議論していただき有意義なIM情報集会にして頂きたいと思います。

今日の一言
今いるところで、今持っているもので、
あなたができることをやりなさい。

ロ ータリー財団月間



委 員 会 報 告

幹 事 就 任 挨 拶 田原幹事幹 事 報 告

出 席 報 告 10月27日

先般のＹＰＥ事業接待にご参加の皆様、お疲れ様で

ございました。有難うございました。

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、11月度定例理事会

職業奉仕・社会奉仕合同委員会 18：30～

【2】 11/11（金）第1回ＩＭ情報集会第4班 18：30～

於：オ・セイリュウ

【3】 11/16（水）第1回ＩＭ情報集会第1班・第2班

合同 18：00～ 於：オ・セイリュウ

【4】 11/17（木）例会前、16：00～第5回大橋ガバ

ナー年度準備委員会、17：30～第2回指名

委員会、18：30～友人紹介例会

【5】 11/18（金）大阪ＲＣ創立100周年記念式典

及び祝賀会

≪連絡事項≫

【1】 本日例会後、4Ｆ楓の間にて11月度定例理

事会を開催いたします。理事の皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。

【2】 本日地区大会の名札をお配りしております。

紙の名札と首からかけるストラップをお渡し

しております。地区大会に参加される方は必

ず名札を持参していただきますようお願いい

たします。

【3】 11月17日（木）は友人紹介例会を開催いた

します。場所は18：30よりホテル日航大阪です

。5名のご友人をお招きする予定です。ご参加

の皆様宜しくお願い致します。

10/6 10/13 10/20

HC出席 29(2）名 28(2）名 休会

MU出席 1(0)名 6(1)名

修正出席率 66.67％ 73.91％

（11/3）休会
（10/27）の出席者数：28名（5）

内ＺＯＯＭ出席1名

ゲスト1名：米山奨学生ズオン ニァット リンさん
ビジター3名：Mr.Bret Duane Tauscher

Mr.Rick Mahadeo
Mrs.Tracie Mahadeo

10/27 出席率：58.33％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）

皆さんが共有してくれるストーリーがどれほど多く
の人にインスピレーションを与えることになるか今
から楽しみです。
２．P7~13
[特集 ロータリー財団月間・大規模プログラム補
助金]
ロータリー財団の大規模プログラム補助金は、重
点分野において成果を挙げている奉仕プロジェク
トに対し、範囲、インパクト、持続可能性に基づい
て評価を行い、毎年一口200万ドルの補助金を授
与しているものです。これにより、ロータリー会員
は経験豊富なパートナー団体と協力し、広い地域
においてニーズのある多くの人に恩恵をもたらす
大規模で効果の高いプログラムを実施できます。
『女性の尊厳を再確認しよう』「ナイジェリアの家
族の健康に寄り添う」は女性の基本的ニーズに焦
点を当てて家庭を支援します。対象とする地域に
おける母子の死亡率を最終的に25%減少させたい
と考えています。
３．P14~17
[The Rotary Foundation冠名基金ってなに??]
ロータリー財団への寄付にもいろいろな種類かあ
ります。今月はロータリー財団月間。あまり知られ
ていない冠名基金のことを学びましょう。恒久基
金/大口寄付アドバイザーの紹介もされています。
お問い合わせはアドバイザーまたは、RI 日本事
務局財団室(電話：03-5439-5805)まで。
４．P48  [エバンストン便り]
2024~25年度 RI 会長にステファニーA.アーチック
氏が選ばれる。
アメリカ・ペンシルベニア州・マクマリーRC会員 女
性として史上2人目のRI会長です。

＜縦組記事より＞
１．P4~8
[SPEECH]
2021年11月6日 RID2790地区 地区財団学友 50
周年記念式典 基調講演要旨
元ロータリー財団奨学生 中山 理 氏「人との出会
い 人とのつながり」
グローバルな時代の人との出会い、つながりにつ
いて。麗澤大学の学長を12年間務めましたが、そ
の間、私は国内外で多くの人との出会いを重ね、
そして多くのことを学びました。人生には本当にい
ろいろなことがあるものですよね。

◎米山奨学委員会 表 委員長
この度、吉﨑会員にマルチプル4回目、河村会員に
マルチプル3回目にご協力をいただきました。また
岡田会員、芳田会員、島会員にご協力いただきまし
た。有難うございました。
引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致します。

11/9～11/15の秋の合同火災予防週間に参加

11/9から始まる秋の合同火災予防週間の一環と
し東消防署において東大阪出身の日本の元体操
競技選手で現在 東大阪スポーツみらいアンバ
サダー杉原愛子氏を署において1日消防署長の
委嘱を行い、その後場所を石切参道に移し、
行進順に整列しパレードを行い参道商店街の市
民の皆様に火災予防の普及啓発を行いました。

北川 忠嗣会 員 コ ラ ム

ロータリーの友 2022年11月号記事紹介
（宮里地区ガバナーご紹介記事から抜粋）

広報委員会
広報・雑誌担当 井上 家昌

＜横組記事より＞
１．4~5  
[RI会長メッセージ(RI指定記事)]
”心を込めてロータリーのストーリーを共有しよう”
どうすれば人々にロータリーの感動を与えられる
でしょうか。一番良い方法は、ロータリー・モメント
を共有することです。日常の日々の中で、何か偉
大なことを成し遂げようという意志と出合うという
あの体験を。何に取り組むにしても、ロータリーの
世間での受け止められ方が、私たちの未来を形
作ることになります。

参加者は東消防署員、消防団、額田女性防火ク
ラブ、花園近鉄ライナーズ、
石切山手幼稚園、消防トライ君、ミライちゃんと約
80名弱でした。
三年ぶりのパレードで秋晴れの中、火災予防の
啓発に役立ったかなあと思っています
写真はその時の分です

ニコニコ箱
前田 興二

先々週の例会に、米国シアトルのイサクアＲＣか
らＹＰＥ（Young Professionals Exchange）の準備で
3名来訪されました。ニコニコ箱での会員の皆様
の歓迎とニコニコ箱について、次のように説明の
メモを渡すと、「是非私達にもdonateさせて欲し
い」とおっしゃいましたが、今回は丁重に辞退させ
ていただきました。

“Smile Box” at Rotary
For our member,family and company,if we have 
some happy things. a celebrated event,
make a mistake and give a person trouble,we
donate small money to the “Smile Box”with a 
smile and humorous touch.
The money is used for our service activity.
This “Smile Box”started from Osaka Rotary club 
in 1936,and also was 1st club in Japan.


