
平成 22 年 9月 14 日 No.2082 H22.9.7 (No.2081) の例会記録 

今週の卓話 （9 月 14 日） 

次週の予定 （9 月 21 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 44 名 出席数 35名 欠席者 2 名 

特定免除 7 名 その他免除 0 名 

出席率 95.45％ 

前々回 8 月 24 日分 

ホームクラブの出席者 33 名 93.18％ 

メークアップの結果 36 名 

特定免除 8 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.50％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 「 四つのテスト体操 」 

・誕生日自祝 樋口 秀和 君 

・誕生日自祝 谷中 清孝 君 

・誕生日自祝 大東 弘 君 

・誕生日自祝 中 恒夫 君 

・誕生日自祝 東村 正剛 君 

・９月号ガバナー月信に米山委員会 

担当記事が掲載されました 感謝 大西 寛治 君 

・早退お詫び 中原 毅 君 

・早退お詫び 成田 隆志 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「 ガバナー公式訪問 」 

松本新太郎ガバナー 

「大東インターアクト創立 34 周年に因んで」 

中野 秀一 インターアクト委員長



皆様、こんにちは。 
9 月に入りましたが、厳しい暑さが続いています。 

夏バテは大丈夫ですか。 

前週は西原ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議 

会が開かれました。 

クラブの各委員会の現在の事業計画に沿って、進 

行のチェックや疑問点などの質疑に対し、西原ガバ 

ナー補佐が快く応答して頂き 40 分ほどで終了致し 

ました。 

また、地区の方では財団セミナーが有り、財団に 

ついての勉強会が開かれ、出席いたしました。 

まず、地区財団の寄付目標 
1.会員全員に対して 

①年次プログラム基金（年次寄付） １人 130 ドル以上 

②ポリオ撲滅寄付金 １人 3､000 円以上 
2.クラブに対して 

①恒久基金（べネファクター 1､000 ﾄﾞﾙ寄付者） 毎年 1 人以上 

②ロータリーカード保持者 1 クラブ 3 名以上 
3.地区として 

①大口寄付者 1 人以上 

年次寄付、恒久基金寄付、使途指定寄付などすべての現金寄付額の総計が 10､000 
ドルに達すと大口寄付者と呼びます。 

★ロータリー財団への寄付の種類と考え方 

ロータリー財団への寄付には次の 3 種類があります。 
1.年次寄付 

年次寄付は、寄付の基盤であり、この寄付は使い道を指定することなく、ロー 

タリー財団に寄付するもので、3 年後に全額使われます。年次寄付は、50％が 

国際財団活動資金（WF）として、財団の管理の下に、あと 50％が地区財団活 

動資金（DDF）として、地区の裁量の下に使用されています。 
2.恒久基金寄付 

プログラム活動を継続し、将来のプログラムを容易にするために、寄付金は使 

用せず基金として積み立てておくものです。収益のみが 3 年後に使用されます。 

恒久基金は金額を問わず、いくらでも寄付することができます。 
3.使途指定寄付 

あらかじめ使い道を決めて寄付するものです。ポリオ・プラスプログラムの「ポ 

リオ撲滅の 2 億ドルチャレンジ」がその代表例です。 

加藤 敏明 会長 会長の時間



【・冠名奨学金 ・冠名奨学金基金 ・冠名基金 ・世界平和冠名フエローシッ 

プ基金 ・慈善年金 ・遺贈友の会 ・財団の友 ・ポール ハリス ソサエテ 

ィ ・ロータリーカード】 

＊年次プログラム基金（年次寄付）（Annual giving Fund） 

年次プログラム基金の役割は、「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への 

支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよ 

うにすること」というロータリー財団の使命をそのまま反映しています。 

「毎年あなたも 100 ドルを」という合言葉の下、年次プログラム基金への寄付は、 
7大陸にある160以上の国や地域で行われている財団プログラムの主要な資金源に 

なっています。アフリカの農村に井戸を掘ることから、ラテンアメリカの子供たち 

に読み書きを教えることまで、世界中のロータリアンは、自らの時間と専門知識を 

捧げて懸命にボランティア活動にあたっています。年次プログラム基金への寄付は 

すべて、質の高いロータリーのプロジェクトの支援に有効に活用されています。当 

地区年次寄付の目標を「1 人 130 ドル以上」としているのは、先進国が平均以上の 

寄付をすることで財団の目標を達成しようとするものです。 

年次寄付と恒久基金寄付は同時に重要であり、両方でお互いに補い合っています。 

年次寄付は今日の財団プログラムを支え、恒久基金は明日へのプログラムを安定し 

たものにします。 

この違いをロバート・バース元 RI 会長は「年次寄付は、毎日庭に水を撒き、花々 

に水分を供給するようなものです。恒久基金はいつも水がまけるように、十分な水 

を用意している貯水池のようなものです。」と語っています。 

元日本事務局ロータリー財団室長の片岡暎子氏は、寄付金のついて分かりやすく 

言っておられます。「年次寄付は 3 年後に使います。 3 年の定期預金みたいなもの、 

と考えてよいかと思います。恒久基金寄付は利息だけ使って元金を使いませんので、 

老後資金のようなものと考えればわかりやすいかもしれません。ポリオ・プラスと 

いうのは、必要なときにいつでも使えますので、毎日使うお財布、または、普通預 

金と考えるといいと思います。」 

●寄付をすると言うことは、世界中の奉仕活動に参加していると言うことです。寄 

付をすることによって、プロジェクトに間接的に参加している訳です。そして、有 

意義なプロジェクトを考え、「寄付をする。」だけでなく、「有効に使う。」ことを考 

えて頂きたいと思います。 

★国際ロータリー・ロータリー財団 200809 年度年次報告 

年次プログラム基金 9､930 万ドル 

恒久基金 1､160 万ドル 

★2660 地区 200809 年度寄付額 

年次プログラム基金 559､116 ﾄﾞﾙ 

恒久基金 61､989 ﾄﾞﾙ



【ロータリーカードの財団貢献プログラム】 
1.ロータリーカードを持つ 3 つの意味 

①ロータリアンとしての誇り（ロータリアンのバッジのようなもの） 

②ロータリーの広報活動（ロータリーのロゴが入ったクレジットカードを利用 

する） 

③財団への貢献活動（会員の負担をなくして知らないうちに寄付ができる） 
2.ロータリーカードの貢献 

●カードショッピングご利用金額の 0.3％をロータリーに還元。（会員の負担は 

ありません） 

●ロータリーゴールドカードの年会費 10､500 円のうち、3､000 円を毎年財団に 

還元。 

●カードのご利用でたまったポイント（1､000 円で 1 ポイント＝5 円）を個人の 

年次寄付に交換することが可能。 

◎親睦活動委員会 田川 和見 委員長 

秋の家族会のご案内 

２０１０年１０月５日（火）～６日（水） 

委員会報告 
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ＴＥＬ　０８３－ 
９２２－０１２５ 

湯田温泉 

松田屋ホテル 

宿泊先 ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル 日程

　新大阪駅－－－新山口駅－－＜萩城跡・萩博物館・菊谷家住宅・高杉晋作誕生地・伊藤博文旧宅・松蔭神社＞－
　　　　※のぞみ９７号※　※貸切バス※　　　　　　　　※萩市内観光（現地ガイド同行）※　　　　　

1

　ホテル－宇部７２カントリークラブ－ホテル－瑠璃光寺五重塔等－旧山口藩庁門（県政資料館）－小郡ＩＣ－－下関ＩＣ－－海峡夢タワー

　－－－湯田温泉　＜到着後　会員は例会・奥様はお部屋に＞　　１８：３０～懇親会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※畔亭にて昼食※
　　０７：５８－－－－－０９：５１－－－－－－－－－－－－－－１１：３０／１５：００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※山口市内散策※　　　　　　　　　　　　　　　　※中国道※　　  　※見学※　　　　　　　

　－－－－１６：３０ 
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）

　０７：４５－－－－－０８：４５－－－－－０９：３０－－０９：４０／１０：２０－－－－－１０：３０／１１：００－－－－－－－－－－－－－－－－１２：２０／１３：００－－－－－

　－－維新ダイニング十楽－－（乃木神社・忌宮神社）－－下関ＩＣ－－阿知須ＩＣ－－ゴルフ場－－－新山口駅－－－新大阪駅
　　　　　　 ※昼食※           　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　  ※中国・山陽道※　　 　　　　　　　　　　　　　　※ひかり５７４号※

　－－－１３：２０／１４：５０－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６：２０－－－１７：００／１７：４１－－－１９：４４

　　　　　   　　

時間の都合で散策 
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決議事項 

議 題 
(1)ガバナー公式訪問について（9/21） 

迎え方：規律して拍手で迎える 12：20 頃 

送り方：会長・幹事・四大奉仕委員長・親睦委員（タスキをかけて） 

玄関まで見送る 
(2)秋の家族会について・・・別紙参照 承認 
(3)青少年奉仕 野球大会について（開会式 9/5・閉会式 9/20） 

開会式：9/5（日）集合 8：30 開会 9：00 
閉会式：9/20（月・祝）決勝 14：30～16：10 閉会 16：10 雨天→9/23 順延 

(4)社会奉仕 薬物乱用撲滅キャンペーンについて 

市民まつりキャラバンカーにてキャンペーン 時間未定（後日報告） 
(5)市民まつりについて（9/19） 

盆踊りの警備 集合場所・時間未定（後日報告） 
(6)その他 

・10/4 ポップタウン住道オペラパーク竣工披露記念式典 御祝・・・３万 承認 

・ガバナー補佐選出の件・・・次々年度は四條畷ＲＣが担当 

今回は大東ＲＣから輩出(８年後は四條畷ＲＣ) 
・佐藤多加志会員 入院のため出席免除（8 月 24 日～9 月最終）・・・承認 

網膜剥離 8/26 手術 見舞金 １万・・・承認 

・森山信一会員 入院のため（白内障・緑内障）見舞金 １万・・・承認 

・ＩＭ担当者の件について テーマ：我が町自慢・・・社会奉仕植田委員長 

報告事項 
8/28（土）13：30～16：30 2660 地区財団セミナー 会長・幹事 出席 

理事会報告 中原 毅 幹事 

「朝顔に つるべとられて もらい水」 

加賀千代 
朝、井戸に水をくみに来てみると、朝顔につるがつるべに巻き 
ついて水がくめない。切ってしまうのもかわいそうなので、近 
所に水をもらいに行くことにした。 
「つるべ」＝つなの先におけを取りつけて、水をくむようにし 
たもの。 季語：朝顔（秋）





「新 世 代 の た め の 月 間 に 因 ん で」 

橋本 正幸 青少年奉仕委員長 

新世代プログラム 

新世代 

３０歳までの青少年の多様なニーズを認識し、 

よりよい未来を確かなものにするために、生 

活能力を高めることによって、未来への準備 

をさせる。 

クラブは、健康、人間的価値、教育、自己開 

発といった基本的ニーズを支える取り組みを 

奨励されています。 

インターアクト 

１４歳から１８歳までの青少年のための奉仕クラブです。 

『目 的』 

奉仕、国際理解、指導力育成に寄与する世界的な友好の精神の中で、活動する機 

会を提供することです。 

ローターアクト 

１８歳から３０歳までの青年のための奉仕クラブです。 

『目 的』 

青年男女が個々の能力開発に当たって役立つ知識や技能を修得し、それぞれの地 

域社会における物質的あるいは社会ニーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通じて 

全世界の人々の間により良い信頼関係を推進するための機会を提供する。 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ） 

ＲＹＬＡは、インターアクター、ローターアクター、ロータリアン、および一般 

の青少年の指導力を開発するためのものであります。 

当地区では、１８歳から３０歳までを対象としています。 

『目 的』 

地域社会の若い人々の指導力および善良な市民としての資質や個人の能力を伸 

先週の卓話



ばすことにロータリアンが直接関与できる特別な機会を設けることであります。 

「ロータリーパパ制度」を設け、研修期間中青少年と寝食を共にし、彼らにロー 

タリーを伝え、彼らの考え方などを聞き、一緒に考えています。 

青少年交換 

海外の人々と交流し、異文化を体験し、外国の生活のあらゆる側面を直接学ぶ機 

会を青少年に提供しています。 

３種類のプログラム 

長期交換プログラム 

１５歳から１９歳の学生が参加できるプログラムで、基本は１学年度です。期 

間中、受入国で２つ以上のホストファミリーと生活を共にし、学校に通学する 

ことが義務付けられています。 

短期交換プログラム 

１５歳から１９歳の学生が参加できるプログラムで、期間は数日間から数週間 

までさまざまです。期間中受入国の１つの家庭にホームステイするのが一般的 

です。 

新世代交換プログラム 

１８歳から２５歳の青少年が参加できるプログラムで、期間は３～６週間です。 

個人またはグループ単位で実施され、職業的な要素を含めることができます。


