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１１月２０日 １８時００分

三田市総合文化センター 郷の音ホール

ストラディヴァリウス

チャリティーコンサート

次回例会ご案内

第２１回 １１月２７日（木） ホテル第一堺

卓 話 仲峯 豊 会員 『私のロータリーモーメント 』

第２２回 １２月４日（木） ホテル第一堺

年 次 総 会

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を、
世界中の人びとへの奉仕に役立てています。
時間と資金、そして職業人としての経験と知
識を生かして奉仕活動をするロータリアンの
世界的ネットワークを通じて、ご寄付は、ポ
リオの撲滅や平和の推進といったロータリー
の優先活動のために有効に活用されています
。また、財団の補助金は、ロータリアンが貧
困、識字、飢餓などの問題に持続可能な方法
で取り組むことを可能とします。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

今年もあと二ヶ月となり朝晩冷え込んでまい
りました。皆さん体調など崩されてませんで
しょうか？当クラブには医療関係の会員さん
がたくさんいらっしゃいますので、心強いで
すね。

さて、11月の特別月間はロータリー財団月間
です。当クラブには小野会員を始め、中野会
員などロータリー財団に精通しておられる方
がたくさんおられます。本日は代表してクラ
ブ財団委員長の松田会員に卓話頂きますので
、この機会にロータリー財団について学んで
頂きたいと思います。その前座として少しロ
ータリー財団について触れさせて頂きます。

まず国際ロータリー財団は1869年アメリカの
ペンシルバニア州に生まれたアーチ・C・ク
ランフが国際ロータリークラブ連合会会長で
あった1917年ジョージア州アトランタで行わ
れた国際大会において「ロータリーが基金を
作り、全世界的な規模で、慈善、教育、その
他、社会奉仕で何かよいことをしよう」と提
案したのが始まりです。
翌年1918年ミズーリ州カンザスシティーRCか
ら最初の寄付金として26ドル50セントが寄せ
られ、10年後のミネアポリス国際大会では総
額5739ドル7セントになり、基金の名称を「
ロータリー財団」に改められました。この時
に、国際ロータリー定款・細則も改訂された
そうです。
アーチ・C・クランフは「金だけでは、たい
した事は出来ない。しかしロータリアンの奉
仕は金が無ければ無力である。この金と人が
組み合わさって、天の恵みにすることができ
る」と述べられたそうです。

この後、松田会員の卓話をお聞き頂きロータ
リー財団がどの様な目的でどの様に使われて
いるかなど、学んで頂きたいと思います。

2014年11月6日（木）例会の記録（第832回）

１１月ロータリーレート １０６円

クラブ例会変更のお知らせ
１１月１３日例会 ⇒

国際ロータリー第２６４０地区ＩＡＣ行事
海外研修オリエンテーションへ変更です。
参加される方は、エプロン、三角巾
ご持参頂きますようお願い致します。
またバスご利用の会員様はお時間を
再度ご確認頂きますようお願い致します。

１１月２０日例会
⇒ストラディヴァリウス

チャリティーコンサート（三田）
バス利用の会員様は１６時３０分に
堺フェニックスRC事務所前へお集ま
りください。

２０１４年２月４日（水）13：00～
ホテルグランパシフィック LE DAIBA

ジャパン・ロータリーデーⅡ in Tokyo
のご案内が届いております。回覧をお願い致
します。入会５年未満の会員様の参加推進さ
れておられます。

参加の会員様は回覧用紙にご記入ください。

先日こんな言葉を聞きました。セミナーや講
演が面白くないのは演者のせいでは無く聞く
側の参加者の責任である。集中してお聞き頂
き、興味のあるところはしっかりと質問頂き
たいと思いますのでよろしくお願い致します
。



米山記念奨学生 康 恵 様

１１月度奨学金授与

お客様紹介

国際ロータリー第２６４０地区

帝塚山泉ヶ丘 中学高等学校

インターアクトクラブ

顧問 岡 憲司様

会長 大藤 朋子様

幹事 西谷 真以様

三木万祐子様

三木恵里香様

入会希望者 吉岡 大郎 様

米山記念奨学生 康 恵 様

各 種 御 祝

会員誕生日

松本会員、宮前会員、片木会員

家族誕生日 上田会員

創立記念日

石田会員、上好会員、田中会員、米田会員

入会記念日

犬伏会員、小林会員、宮前会員、村尾会員

新クラブＲＩ加盟のお知らせ
≪ 河内長野高野街道ロータリークラブ ≫
ＲＩ加盟認証日 ： 2014年10月7日
チャーターメンバー ： 21名
会長 ： 山口 史朗
幹事 ： 寶角 美智子
ガバナー特別代表 ： 石倉 保彦

（河内長野ロータリークラブ）
スポンサークラブ ：

大阪千代田ロータリークラブ
クラブ事務所 ： 〒586-0048

大阪府河内長野市三日市町560-61 
末広ビル201

TEL 0721-65-6508
FAX 0721-62-7011
E-MAIL koyakaido.kaicho@gmail.com
例会場 ：河内長野市立三日市市民ホール3Ｆ
〒586-0048 大阪府河内長野市三日市町32-1
例会日 ： 毎週木曜日 午後６時３０分 ～
午後７時３０分



岡憲司先生、ご足労頂きまして誠にありがと

うございます。

『堺フェニックスロータリークラブ細則第三条』
に基づき、2015-2016 年度の理事及び役員の候補
者を下記のとおり、発表いたします。

2015-2016年度理事及び役員候補者名

１．役員
役 員 会 長 仲峯 豊

役 員 直 前 会 長 中井 崇嗣

２．役員・理事候補者
役 員 会長エレクト 松田 香純

役 員 副 会 長 米 田 眞理子

理 事 会員増強・退会防止 林 信一

理 事 クラブ広報 上好 まゆみ

理 事 クラブ管理運営 仲峯 由美

理 事 奉仕プロジェクト 中井 昭宏

理 事 ロータリー財団 内藤 絵梨奈

役 員 幹 事 宮前 美穂子

役 員 会 計 中田 聡

指名委員会委員長 中井 昭宏



ロータリー財団の正式名称「国際ロータリー
のロータリー財団」といい国際ロータリーと
ロータリー財団は、全く別な組織。非営利法
人です。ロータリー財団を構成する法人会員
は国際ロータリーのみとなっております。ロ
ータリー財団は、元ＲＩ会長を含むロータリ
ー財団管理委員と事務総長によって運営され
ています。初めに、ロータリー財団を作った
といわれているのが、6人目の国際ロータリ
ー会長 アーチＣクランフ氏が「基金を作り
、世界的規模で慈善・教育・その他社会奉仕
の分野で何か良い事をしよう」と1917年アト
ランタ国際大会で提案した事に始まります。
1928年ミネソタ州ミネアポリス国際大会にて
ロータリー財団と命名しました。1931年11月
12日国際ロータリー理事会の同意の下、信託
宣言し信託組織となり当初は11月15日を含む
1週間をロータリー財団週間と定めていまし
たが、1983-84年度より月間となりました。
最初の寄付は1917年ミズーリ州カンザスシテ
ィーロータリークラブからの26ドル50セント
。 そこから6年経っても基金の残高はやっと
700ドルに達したに過ぎなかったと『奉仕の
一世紀 国際ロータリー物語』に著されてい
ます。創設から2年後の1919年、財団は初の
補助金500ドルを国際障害児協会へ授与しま
した。当時ロータリアンだったエドガー F. 
“ダディー” アレンが創設した同協会は、
後に発展してイースターシールズとなりアメ
リカでは大きな慈善団体となっており、障害
児、その家族の支援に力を入れています。
1947年には最初の財団プログラムが実現しま
す。それは、高等研究奨学金と呼ばれるもの
で、1年目は米国、ベルギー含む18人の若い
人たちが選ばれ、他国でそれぞれの専門分野
を勉学しました。
・次にロータリーの使命についてですがロー
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です
。

・ロータリーの標語は『世界で良いことをし
よう。』（Doing good in the world）私た
ちは財団寄付金等使う際はこれをいつも考え
行動しなくてはなりません。
・現在のロータリー財団プログラムは大まか
に言うと補助金・ポリオプラス・ロータリー
平和フェローシップの3つです。
・財団への寄付は主に3種類。送金明細書で
種別を指定できます。
①年次基金寄付・・・３年間据置、財団活動
資金として使用
②恒久基金寄付・・・元金は積立、運用益の
みを使用
③その他の寄付・・・「ポリオ・プラス基金
」や「ロータリー平和センター」へあらかじ
め使い道を決めて寄付するもの。なお、2010
年にロータリー日本財団は公益財団法人とし
て認定。2011年から全ての寄付が税制上の優
遇措置の対象となっております。



つまり、寄付が多ければ、DDFも多くなる。
寄付が少なければ、DDFも少なくなるという
ことになります。10月米山記念奨学会へもご
寄付をお願いした後で、負担が大きいかと存
じますが、引き続き、ロータリー財団へもご
理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

財団の補助金についてですが、今は地区補助
金とグローバル補助金の2本立てとなってお
ります。ロータリー財団管理委員会は、慎重
に検討を重ねた結果、パッケージ・グラント
を2014年10月をもって終了することを決定し
ました。パッケージ・グラントを利用してこ
れまでに数々の素晴しいプロジェクトが実施
されましたが、ロータリー会員の参加が予想
よりも少なかったこと、またプロジェクトの
多くはグローバル補助金でも実施可能である
ことから今回の決定に至っています。

では、地区補助金の話です。クラブと地区が
、特定の関心に応じて地元や海外の緊要なニ
ーズに取り組むことが可能。地区にまとめて
支給されるこの補助金は、以前の地区補助金
をモデルとしています。地区は、地区財団活
動資金（DDF）の最高50％までを地区の裁量
によりこれらの補助金に充てることができま
す。
未来の夢計画導入以前の旧制度の地区補助金
は地区財団活動資金（DDF）の最高20％まで
の利用でしたので、地区の裁量が大きくなっ
ています。
当クラブ堺フェニックスRCでは今年度地区補
助金として申請したものは『堺かるたを知り
堺について学ぼう』と名し、堺市内の小学校
へ堺かるたの配布、普及、のちに行われる堺
かるた大会への参加促進を目的に申請してお
ります。申請が無事に通ることを祈っており
ます。
また最終報告を提出する事等ルールがありま
す。

・次にグローバル補助金について話ます。
財団からの大きな支援の下、より長期的な視
点から持続可能な活動に参加する機会を提供
するもの。この補助金は、長期的な重点分野
における資金規模の大きいプロジェクトある
いは奨学金に資金を提供する。重点分野とは
、ロータリアンにより特定された世界の優先
的なニーズであり、持続的かつ測定可能な影
響を与えるために、財団が資源を集中して注
ぐ分野で、ポリオ・プラスやロータリー平和
フェローシップ並びにパッケージ・グラント
への寄贈を含めて地区財団活動資金（DDF）
の最低50％以上が利用可能となっています。



当クラブでは現在グローバル補助金として第
2790地区DDF、3クラブと第2640地区DDF、当
クラブ含め4クラブとウランバートル ロー
タリークラブで、国立第3中央病院(通称：シ
スティン病院) 国立第３中央病院に新たに前
処理として除鉄・素粒子除去装置⇒逆浸透膜
純水装置⇒ステンレスタンク⇒紫外線殺菌装
置⇒絶対フィルター⇒送水ポンプなど高度上
水設備純水装置）を取り付ける。据付後の純
水装置は国立第３病院に譲渡。現地で継続的
に使用できるように運転、保守のトレーニン
グを行い消耗品については、地域企業が手配
できるように技術移転を行うプロジェクトに
参加しています。

また、グローバル補助金もプロジェクト完了
後2ヶ月以内にオンラインで報告書を提出し
たり等義務があります。

最後にロータリー財団の「認証」について、

ポール・ハリス・フェロー：年次基金、ポリ
オ・プラス、承認された財団補助金のいずれ
かに1,000㌦以上を寄付した者
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー：
2000㌦～9999㌦まで寄付者
ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー：毎
年1,000㌦以上を、年次基金、ポリオプラス
基金、またはロータリー財団が承認した補助
金プロジェクトに寄付した者

メジャードナー：累積寄付の合計が10,000㌦
に達した者。
ベネファクター：恒久基金に1000㌦以上寄付
。

遺贈友の会会員：遺産計画を通じて1万㌦以
上を寄付した者。

等、認証し寄付増進を財団は図っています。
皆様もどんどん寄付して下さいね。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３０ 名 出席者 ２０ 名

出席計算会員２３ 名 欠席者 ３ 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 ０ 名

先々週修正出席率
10月16日６８．００％

本日の出席率
10月30日 86.95％

メイクアップ報告

ニコニコ報告

会長 中井 崇嗣 会員
吉岡様、帝塚山学院泉ヶ丘中学高校IACの皆
様、康恵様ようこそお越し下さいました。松
田様、本日卓話よろしくお願い致します。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は帝塚山学院泉ヶ丘中学高校、岡先生、
会長大藤さん、幹事西谷さん、三木万祐子さ
ん、三木恵里香さん、吉岡さんようこそ堺フ
ェニックスに、財団卓話よかったですよ。勉
強になりました。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
ようこそ帝塚山学院泉ヶ丘中学高校IACのみ
なさん加盟認証おめでとうございました。
吉岡さん、康さんようこそお越しくださいま
した。

ＰＤＧ 米田眞理子 会員
地区大会無事終わりました。お手伝い皆様ご
苦労様でした。４日間無事エイド役を終わり
ました。帝塚山学院泉ヶ丘中学高校インター
アクトクラブの皆様、堺フェニックスＲＣが
スポンサークラブになりましたこと喜んでお
ります。今日はわざわざありがとうございま
す。

上好 まゆみ 会員
Ｈ２６ １１/４（火）東京北ＲＣ、帝国ホ
テルの例会に出席してきました。女性が一人
もいないといっていました。いろんな勉強に
なりました。

小山 武士 会員
帝塚山学院泉ヶ丘中学高校インターアクトク
ラブのみなさんようこそ。

難波 竜太郎 会員
帝塚山学院泉ヶ丘中学高校ＩＡＣの皆様よう
こそ堺フェニックスロータリークラブへ。
松田香純会員、
卓話ありがとうございました。

中野 一郎会員 仕事の為

犬伏 幸代会員

仲峯 由美会員 仕事の為

京谷 知明会員 10/26 堺清陵ＲＣ

中井 昭宏会員 11/5 愛知ロータリーEクラブ

中井 崇嗣会員 10/31 堺おおいずみＲＣ

松田 香純 会員 本日はつたない卓話で申
し訳ありません。すこしでもロータリー財団
のことわかって頂けたら幸いです。そして多
額の寄付よろしくお願い致します。

村尾 利一 会員
帝塚山学院泉ヶ丘中学高校ＩＡＣの皆様本日
、当例会にご参加有り難うございます。これ
からも奉仕活動頑張ってください。

ＳＡＡ 上田 俊夫
家族誕生日いただきました。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2014年11月9日（日）例会の記録（第833回）

11月9日（日）に初芝立命館高校・中学校がホス

ト役となって、地区IACマレーシア海外研修オリ

エンテーションが開催されました。

今回はID2660地区米山学友会が協力して頂き12名

のマレーシアの方々と共に交流させていただきま

した。マレーシアの「ハラル」についての講演が

ありました。

そこで「ハラル」とは何かを御紹介します。ハラ

ル（HALAL）は、イスラム教の教えに基づき「合

法的なもの」「許されたもの」という意味のアラ

ビア語です。ハラルの反対は「ハラム」または「

ノンハラル」と言い、イスラム教の教えで「許さ

れないもの」を意味します。イスラム教では豚・

アルコールなどが禁止されています。

食品の場合、これらの禁止されている物を含まな

いものがハラルとなるのです。

また、牛・羊・鶏等は禁止されていませんが、イ

スラム教の作法に沿ってと畜したもののみがハラ

ルとなります。

ハラル認証とは、ハラルであると認められた製品

等にマークを付与する制度です。具体的には、イ

スラム教が禁じているものを含まない食品等の規

格を定め、原材料・製造工程・製品品質等を審査

し、適合する製品にハラルマークを表示させるこ

とです。ハラル認証は2つの面から審査されます

。1つは、イスラムの教えに則っており、ハラル

であることです。もう1つは安全性です。ハラル

認証は宗教的な禁止事項だけでなく、食品衛生、

品質管理に関する制度に適合することを求めてい

るため、衛生上問題のあるものはハラル認証を取

得できません。従って、ハラル認証を取得した製

品は、イスラム教徒にとって宗教上問題がなく、

安心して利用できるもので、かつ非イスラム教徒

にとっても衛生面、品質面ともに安全なものとな

ります。



午後には辻ガバナーも入っていただき、IACのメ

ンバー・ロータリアン・マレーシアの方々共に8

組に分かれて「ハラル」（鶏を使った料理）を調

理し、ご飯は鶏を煮込んだ後のダシでターメリッ

クと一緒に炊き込みました。

鶏肉のパーケージに記載された

ハラルマーク（左）

大変おいしかったです。

我が堺フェニックスRCからも中井会長・内籐幹事

・中井直前会長・仲峯会長エレクト・松田会員・

仲峯会員・宮前会員・上好会員の8名の会員が参

加されました。

上好会員、集中してます・・・！

宮前会員割烹着がよく似合っておられます。

仲峯豊会員、仲峯由美会員、内藤会員、が来てい

らっしゃるエプロンは松田会員の訪問先の方から

頂いたものです。ありがとうございます。



欠席報告

出席報告

在籍者 ３０ 名 出席者 ８ 名

出席計算会員２３ 名 欠席者 １５ 名

出席免除会員 ６ 名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員・石田会員）

免除出席者 ０ 名

先々週修正出席率
10月26日 79.17 ％

本日の出席率
11月9日 34.78 ％

メイクアップ報告

犬伏 幸代会員 仕事の為

小野 晃範会員 仕事の為

片岡富美子会員 仕事の為

金谷 昌信会員 仕事の為

京谷 知明会員 仕事の為

小山 武士会員 私用の為

中田 聡会員 仕事の為

中野一 郎会員 仕事の為

林 信一会員 仕事の為

松本美和子会員 仕事の為

村尾 利一会員 仕事の為

吉住 哲洋会員 仕事の為

米田眞理子会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為

上田 俊夫会員 家族療養の為

今回は、ハラル料理を満喫させて頂き、またたい

へん勉強になりました。

地区インターアクトクラブの皆さん12月のマレー

シア海外研修へは気をつけて行って下さい。

以上ご報告とします。

京谷 知明会員 11/12 堺中RC

仲峯 豊会員 11/8 堺フェニックスRAC

仲峯 由美会員 11/8 堺フェニックスRAC

中井 昭宏会員 11/8 堺フェニックスRAC

松田 香純会員 11/8 堺フェニックスRAC

米田眞理子会員 11/8 堺フェニックスRAC

林 信一 会員 11/11 大阪南RC


