
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （11 月 13 日） 

次週の予定  （11 月 20 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（11月 6日分） 

会員数  45名 出席数 33名 欠席者 5名 

特定免除  7名 その他免除  0名 

出席率 86.84％ 

 

前々回 10月 23日分 

ホームクラブの出席者 36名   94.73％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  7名  その他免除   0名 

欠席者  0  修正出席率 100.00％ 

 

ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」「四つのテスト体操」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

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 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆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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「夜間例会」 

 小川 芳男 社会奉仕委員長 

い 

今月のテーマ 

「ロータリー財団月間」 

   平成 24 年 11 月 13 日   No.2183    H24.11.6 (No.2182 の例会記録) 

ゲストスピーカー 地区財団 FVP 委員 大阪北 RC  

                  大野 康裕 氏 

                        

  

  

 

「ガバナー公式訪問」 

 高島 凱夫 ガバナー 

ニコニコ箱 

 

 後面に記載 



 

 

 

氏  名 高島 凱夫 (たかしま よしお) 氏の略歴 

生年月日   1944 年 9 月 20 日 

勤 務 先   京橋耳鼻咽喉科 

所 在 地   〒534－0023 

        大阪市都島区都島南通 2 丁目 4 番 17 号 

【 経 歴 】 

  1969 年 関西医科大学卒業 

  1973 年 関西医科大学大学院医学研究科外科系(耳鼻咽喉科)修了 医学博士 

  1973 年 関西医科大学附属香里病院 耳鼻咽喉科部長代理 

  1977 年 関西医科大学耳鼻咽喉科学講座 講師 

  1978 年 旧西ドイツ ハンブルク市立ハイドベルク病院 助手併任 

  1981 年 旧郵政省 大阪北逓信病院 耳鼻咽喉科部長 

  1989 年 京橋耳鼻咽喉科開設 現在に至る 

【 職業分類 】  耳鼻咽喉科医 

【 ロータリー歴 】 

  1992 年 10 月 29 日 大阪中之島ロータリークラブ入会(チャーターメンバー) 

  1994～1995 年度  会員選考委員長 

  1995～1996 年度  SAA 

  1998～1999 年度  副会長、クラブ奉仕委員長 

  2000～2001 年度  会長 

  2003～2004 年度  R 規定・情報委員長 

  2004～2005 年度  国際奉仕委員長 

  2005～2006 年度  国際奉仕委員長 

  2006～2007 年度  会長 

  2008～2009 年度  社会奉仕委員長 

  2009～2010 年度  IM 実行委員長、R 規定・情報委員長 

【 RI 第 2660 地区 】  

  1995～1996 年度  地区親睦委員会委員 

  1996～1998 年度  地区広報委員会委員 

  1998～1999 年度  地区広報委員会副委員長 

  1999～2000 年度  地区広報委員会委員 

  2009～2010 年度  ガバナー補佐エレクト 

2010～2011 年度  ガバナー補佐 

2011～2012 年度  ガバナー・エレクト 

【 その他 】 

  ベネファクター 

  メジャードナー 

  米山功労者(マルチプル) 

 



 

皆さんこんにちは。朝夕もずいぶん冷えるように

なってきましたので、風邪などには十分お気をつけ

て下さい。 

今月は「ロータリー財団月間」「世界インターアク

ト週間」です。昨年度より新しい地区補助金制度に

ついての研修を何度か受けていますが、中々わかり

づらい内容であります。後ほど地区財団ＦＶＰ委員の大野様より「ＦＶＰ未来の夢

計画」ついて卓話して頂きますので、宜しくお願い致します。 

報告事項として、11 月 18 日（日）にインターアクト年次大会が浪速中学高等学

校で開催されますので、皆様方のご参加をお願い致します。また月初めの週報には

ＨＰ来場者数が記載されています。先月のトータルアクセス数が 1,073 名・ユニー

クアクセス数が 430 名とだいたい毎月同じ位の数値で推移しており、広報の役割

を担うことに貢献できているのではないかと思います。 

先週の例会にお越し頂いた 2013-2014 年度ロータリー奨学生募集に対し、応募

を戴きました方を本日の理事会で推薦することを承認致しました。語学能力、重点

分野と目標に関する事項、そして目的も明確にもたれ非常に将来有望な方ですので、

是非とも地区の第 1 次試験に合格されますよう祈願致します。 

さて先週の樋口Ｇ補佐をお迎えしての第 4 回クラブ協議会では、各五大奉仕委員

長より事業報告、また各委員長より予定の時間を越えるほど活発的な意見、質問な

どを頂き有難うございました。それほどクラブの活性化にむけての眼差しが熱い証

拠だと思います。貴重な意見、今後にむけて参考にさせて頂きます。  

それに伴い、地区からの各クラブの活性化にむけてどのようにされているのか、

先週に引き続き紹介いたします。 

現在各クラブで実施されているクラブ研修活動の主な事例といたしましては、 

（1）全会員向け・情報集会、炉辺会合等の内容の吟味と活用・例会、委員会の

活性化への各種工夫（移動例会、公開例会、勉強会）・会員の絆の強化（友愛の握

手、例会座席のローテーション、同期歯車の会）・意欲付け、意識付け（例会 3 分

間スピーチ、ロータリーの友解説）・会員満足度アンケートの実施・会長、幹事の

積極的活動（委員会出席、会員企業訪問、歴代幹事の会） 

（2）新入会員向け・オリエンテーション（複数回実施）・里親制度 ・ロータリ

ー活動に親しむ機会を増やす（全委員会出席義務、メークアップによる他クラブ体

験、外部積極体験（社会奉仕、出前授業等））・意欲付け、意識付け（役職に抜擢、

ロータリーの友・ガバナー月信の解説） 

藤本 和俊 会長 

会長の時間 



（3）活性化への独自の取り組み・特別委員会の設置（活性化委員会（大阪難 

波ＲＣ）、クラブ活性化協議会（天満橋ＲＣ）、クラブ研修委員会（高槻ＲＣ）） 

また新しい時代に即したクラブに変革するための提言としましては、女性会員の

増強、年会費や例会出席義務など柔軟な運営。他の組織との連携や奉仕活動の質の

変革など活動の多様化。国際交流の進化さすために、親睦から真のパートナーへ。

互恵精神でビジネスにも役立つＲＣへ。そして独自の中長期活動計画策定機能をも

つクラブも見られた。 

以上一部抜粋をしたアンケート結果を報告しましたが、考えてみると時代が今、

我々ロータリアンに対し様々な課題を突きつけ、新たなうねりを必要とする時期に

来ているのではないでしょうか。 

 

  

 

 髙島  登 幹事 
 

 

＜決議事項＞ 

 

1.創立 45 周年記念式典について 

  a.植樹祭について  ・・・・・承認 

  b.薬物乱用防止啓発 DVD を寄贈するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて ・・・・・承認 

  c.登録料について  ・・・・・承認 

2.新入会員(吉村 賢二 氏)について ・・・・・承認 

3.ロータリー財団奨学生推薦について ・・・・・承認 

4.ロータリー財団について ・・・・・承認 

5.歳末助け合い募金について  ・・・・・承認 

6.WCS 予算について ・・・・・承認 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 



 

◎ニコニコ箱委員会                    小川 芳男 副委員長 

 

・誕生日 自祝  木田 眞敏 君 

・誕生日 還暦 感謝  中原  毅 君 

・誕生日 還暦 感謝  藤本 和俊 君 

・誕生日 自祝  上田 正義 君 

・誕生日 還暦 感謝  小川 芳男 君 

・誕生日 自祝  空門 満也 君 

・マイケル・マクドナルドのライブに行って来ました  木村 克己 君 

・先週、仕事で韓国に行って来ました 

  学ぶ事が多く今後の仕事に活かしていこうと思います  佐藤 多加志君 

・佐藤会員、木村会員、大矢会員、先日はゴルフでお世話になり 

  有難うございました ご馳走さまでした！！  東村 正剛 君 

委員会報告 

 

今月の誕生日花は菊(マム)を中心に生けさ

せて頂きました。この時期、国内の菊の生

産量は大変多くなり、菊をアレンジした展

示会や品評会などが全国で催されておりま

す。黄色のピンポン玉の様な菊は、その見

た目通りピンポンマムと呼ばれ大輪のブロ

ンズ色の菊はフエゴと言い、大変人気の高

い菊です。中国や日本では、「長寿と幸福」

を意味し、大変重要にされる花材でありま

す。お誕生日おめでとうございます。 

 

11 月のお花 

  
 ***誕生日花*** 
 
鷺森  董会員 11.13 デンドロビウム  真心 

奥田 保幸会員 11. 1 ウメモドキ    知恵 

木田 眞敏会員 11. 6 百合（ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ） 威厳・高貴 

中原  毅会員 11. 3 サザンカ     困難に打ち勝つ 

藤本 和俊会員 11.13 デンドロビウム  真心 

上田 正義会員 11. 8 野いバラの実   無意識の美 

空門 満也会員 11.29 クフェア     見事 



◎45 周年実行委員会  谷中 清孝 実行委員長 
 

創立 45 周年記念式典・祝賀会及クリスマス家族会を行います。 

日 時：12 月 11 日 PM3：30～    登録受付 

          PM4：30～6：00 式典 

           PM6：30～9：00 祝賀会及クリスマス家族会 

 場 所：太閤園 ガーデンホール 

 

*メンバーの方は、全員登録料をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

「FVP 未来の夢計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 田中 祥介 ロータリー財団委員長 

地区財団 FVP 委員 大阪北 RC 大野 康裕 氏 

1 FVP とは何か 

皆様がクラブと地区を通じて財団に納める寄付金（年次寄付と恒久基金収益）を、

ロータリー財団本部が直轄する WF（ワールド・ファンド）と各地区が直轄する DDF

（地区活動資金）に 50%ずつに振り分けます。この世界中から集めた WF は、グロ

ーバル補助金（GG）とパッケージグラントという財団本部が実施の可否を判断する

世界的規模の大きな PJ の補助金に使用します。この GG には、WF からの補助金だ

けでなく、各地区に振り分けられた DDF からの補助金も組み込みます。世界的規

先週の卓話 



模で展開するロータリーの PJ の資金的規模を大きくして、より効果的、より持続的

な PJ を実施し、もってロータリーの公共的イメージアップを図ろうとする戦略です。 

なお、各地区に割り当てられた DDF の中の一部（50%）は各地区がその裁量で

使えるようにし、身近で小規模な PJ を迅速に実施できるようにしました。これが

（新）地区補助金制度です。寄付金の割合でいうと全体の 25%です。 

来年度から、従来のマッチンググラントや研究グループ交換は廃止となります 
 

2 グローバル補助金と（新）地区補助金の違い 

相違点の重要な点は、①グローバル補助金は外国のクラブ・地区との共同提唱

PJ でなければならないが、（新）地区補助金は国外・国内いずれのプロジェクトで

もよいし、共同提唱者がいなくてもよい、②グローバル補助金は PJ 予算が 30,000

ドル以上の大型 PJ でないといけないが、（新）地区補助金は小規模な PJ でもいい

（2660 地区では最下限を 5,000 ドル（約 40 万円）と設定）、③グローバル補助金

では、PJ の効果や持続性の測定が必要だし、PJ の目的が 6 重点分野に限定される

が、（新）地区補助金ではそのような制約はない、ということです。 
 

3（新）地区補助金（DG） 

 (1) 個別プログラムの予算目途 

   プロジェクト総予算   クラブ負担金    補助金 

   5,000 ドル以上      50％       2,500～7,500 ドル 

   （約 40 万円）               （約 20 万～60 万） 

 (2) 寄付実績による補助交付率 

    ～99 ドル          基本補助金額×80％ 

  100～149 ドル                ×90％ 

  150 ドル～                 ×100％ 

 (3) 年度内 1 クラブ 1 申請の原則、1 プロジェクト 1 申請の原則 

 (4) 2013年1月15日～2月末日に補助金申請書を提出。3月末に合否の通知。

7 月以降補助金交付（予定） 

 (5) 2013 年 2 月 23 日の補助金管理セミナーへの参加と覚書（MOU）の締結 
 

4 グローバル補助金（GG） 

 (1) 個別プログラムの予算目途 

   プロジェクト総予算    地区の GG      WF の GG 

   30,000ドル以上     上限 50,000ドル   15,000～200,000ドル 

   （約 240 万円）               （約 120 万～1600 万） 

 



 

7月 29日串本の外洋 二の根の

水深 

３２ｍで遭遇しました。 

２ｍぐらいはある大きなアカエ

イ、感激しました。 

アカエイは、トビエイ目アカエ

イ科に属するエイ。全長２ｍ。 

日本を含む東アジアの沿岸域に

広く分布し、分布域では普通に

見られる。食用ではあるが、尾

に毒の棘があるので充分注意し

なければならない。 

 

下はアカエイ、アップの写真。 

 (2) WF の GG の交付率 

   ①提唱クラブ拠出金     ←50％（WF の GG） 

   ②地区（DDF）の GG    ←100％（WF の GG） 

 (3) 6 つの重点分野（①平和と紛争予防・解決、②疾病予防と治療、③水と衛生、

④母子の健康、⑤基本的教育と識字率向上、⑥経済と地域社会の発展） 

 (4) 地区（DDF）の GG 申請は 2013 年 2 月 23 日～。GG の申請期限はない

（計画年度内であれば随時申請可） 

 (5) 2013 年 2 月 23 日の補助金管理セミナーへの参加と覚書（MOU）の締結 
 

5 新補助金制度の注意点 

 1) 計画年度＋実行年度の 2 年に渡ること 

   ・クラブ役員・委員会の単年度制との整合性 

   ・グローバル補助金 PJ の持続的効果の測定と報告 

 2) 補助金の分別管理 

   ・補助金専用口座の開設と管理・報告 

・ 複数メンバーでの出納管理 

 

 

アカエイ（赤鱏・赤鱝 Dasyatis akajei） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%A8%E3%82%A4%E7%9B%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%A8%E3%82%A4%E7%9B%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A8%E3%82%A4%E7%A7%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%98

