
2016（平成28）年４月8日（第36週）週報第2629号 

出席会員数 17名    欠席会員数   14名 

出席免除会員数 12名     会員総数    31名 

3月18日出席率(M.U.含む)          90.32％ 

M.U.のなかった欠席者            2名 

 M.U.された方 青木(恭)会員、橋上会員、川合会員、村岸会員、

西川会員、高地会員、津本会員、山口会員             

・ 出席報告   （山口出席副委員長） 

前回（4月1日）例会記録「鶴寿の間」  

DVD放映 

ひとまずすすめ 

担当 プログラム・唱歌委員会 

第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議報告

（APRRC2016）   

大阪淀川RAC会長 高橋 正洋 君 

紹介者 西﨑 克由 会員 

本日の例会（第2685回）「鶴寿の間」 

・司 会      （山本 S.A.A）  

・Rotary Song       ｢国歌｣「我等の生業」    

   Song leader    （平田唱歌副委員長) 

・来客紹介       （林友好委員長） 

   国内visitor １名     国内guest 1名 

２０１６年4月2日㈰11:00～ 

・大阪淀川RAC〔博愛社の子供達とのボーリング例会」 

２０１６年4月6日㈬16:00～ 

・米山奨学生オリエンテーション  

 ◇会長の時間  (福井会長) 

2014年10月ＲＩ理事会は、重点分野である「母子の健康

月間」である４月を、5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の

削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多くの母子に対

する基本的な医療サービスの提供、保健従事者を対象とし

た研修、保健ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に

従事することを目指す専門職業人のための奨学金の支援

を強調する月間としました。 

国際ﾛｰﾀﾘｰK.R.ラビンドラン会長から4月のメッセージを

お伝えします。何年も前に私はインドのコルカタでマザー・

テレサにお会いしました。人徳が高く、彼女が通りを歩けば

「十戒」の紅海のように群集が割れる偉大な方でした。しかし、

会話の中で彼女の功績に触れても、ほとんど関心を示さな

いほど謙虚な人柄の持ち主でした。事実、彼女が達成した

最も偉大なことは何かと聞かれても、「私はトイレ掃除の エ

キスパートです」と答えたということが多くの報告に残されて

います。この答えにはユーモアがありながら、極めて厳粛な

重みがあります。彼女の仕事は他者を気遣うことであり、トイ

レが汚れていたから彼女は掃除しました。 (次ページに続く) 

★本日は震災支援ミールです。ご協力よろしくお願い致します 

・Rotary Song      ｢荒城の月」 

・会長の時間     

2016年4月9日㈯13時～１７時 於 大阪国際会議場5階 

・2016-17年度のための地区研修・協議会 

母 子 の 健 康 月 間 



◇CLUB通信 

★春の職域訪問(1泊)合同淀マン会  

 日時 2016年5月14日㈯  集合13:00 （H.京阪京都ロビー） 

         5月15日㈰ 解散11:00頃 朝食後、自由解散 

宿泊先 「ホテル京阪京都」 京都市南区東九条西山王町31☏075-661-0321 

 会費 35,000円／1人（1泊2食 見学代・ホテルから工房への交通費含む） 

      宿泊なしの参加は14日のみ可 会費20,000円／1人 

プログラム 14日 奥田裕斎（黄櫨染）工房見学 → 松籟庵にて食事 

★台北東海ロータリークラブ訪問  

  日時 2016年5月27日㈮～29日㈰ 訪問先 台湾 台北 

 金額 169，800円（昼食×2、夕食×1含まず。ＣＩビジネスクラス利用） 

  その他 キャンセル料は５/２６からさかのぼって３０日以降20％。 

      5/27の前々日以降50％。旅行開始後、当日不参加100％発生致します。 

 ●参加者は、速やかにパスポートの写しをクラブ事務局までご提出ください。    

★宝塚観劇会ご案内 

 日 時 2016年6月5日（日） 15時開演 

 集 合 宝塚大劇場 劇場改札前 14時45分 

 演 目 花組公演 『ME AND MY GIRL』 

 会 費 8,300円(チケット代金) 申込締切 2016年4月28日㈮       

★淀輪会ゴルフコンペ日程変更ご案内    ホスト:当クラブ 

大阪大淀RC、大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RCの4クラブでの開催 
  開催日 2016年7月10日㈰ 

 場  所 ｢美奈木ゴルフ倶楽部｣℡ 0794－88－2525 

 集  合 9：00（時間厳守） スタート 9：52 アウトイン同時start 

 競技方法 ダブルペリアー方式（18Hストロークプレイ） 

 会  費 10,000円（プレー費、昼食代、その他各自でご清算ください） 

 申込期限 5月20日(金)までに御返信ください。  

◇委員会報告 

友好委員会   （林委員長） 

 6/5㈰15時開演の花組公演・宝塚観劇の案内を本日、配

布しております。ご参加くださいますようお願い致します。  

幹事報告       （海家幹事） 

・日曜日２７日１１時から阪急十三東口改札前「小緑地帯」の清掃を大阪東

淀ちゃやまちRCと合同で行いました。ご参加頂き有難うございます。 

・例会終了後、理事会を開催致します。  

◇ニコニコ箱の報告 （山口 S.A.A.） 
           ※氏名の後の会員を省略致します。 

福井宏有 阪急十三駅東口「小緑地帯」清掃有難うござい

ました。ネギ焼き山本、美味しかったです。 

杉本忠博 家内の誕生日を自祝して。何とか、２本の足で歩

いております。感謝。 

津本清次 ゲストの辻さん、よろしくお願いします。 

松井義明 ４月です。今期もあと3ヶ月となりました。例会が 

だんだん華やかになってきており、楽しいです。 

高地 健 連続欠席のお詫び。 

林 志織 入会候補の辻様、よろしくお願いします。 

里見英子 皆様のおかげで新刊書が紀伊國屋書店等で 

週間ベストセラーで第一位になりました。    

うれしい春です！ 

本日の合計(ニコニコ)                     42,000円 

累計（期初～H.28.4.1）                   1,343,397円 

◇Club Schedule 

 ５月２８日㈯～６月１日㈬ 

 取るに足らない仕事です。しかし、助けを必要とする人に

救いの手を差し伸べる彼女の活動に勝るものや、より重

要なものなど、この世には存在しません。 

ある日、きれいに身なりを整えた男がコルカタの彼女のも

とを訪れたとき、玄関口の修道女たちは、彼女が裏手でト

イレ掃除をしていると答えました。修道女たちが指し示す

方へと進むと、はたしてそこには本当にトイレを磨いてい

るマザー・テレサがいたのです。彼女は、男がボランティ

アをしにきたと思ったのでしょう。こんにちはと言うと、ブラ

シの持ち方や水を無駄にしない方法を説明し始め、ブラ

シを男に手渡すと、そこを立ち去ってしまいました。上等

な服の男を一人、トイレに残して。その後、男がまた彼女

の前に現れ、「掃除が終わりました。あなたとお話してもよ

ろしいですか」と尋ねました。「もちろんです」との返答を

受けると、彼はポケットから封筒を取り出し、次のように言

いました。「マザー・テレサ、私は航空会社の責任者です。

ここに貴方のチケットがあります。自らの手でお渡しした

かったので」彼は、残りの半生を通じて、何度もその体験談

を人びとに話しました。このトイレ掃除の20分間は、それま

でに経験したことがない最上の喜びを彼にもたらしたそうで

す。それは、マザー・テレサの仕事に手を貸し、その一部と

なれたからです。この20分間、マザー・テレサがそうするよう

に、彼は自らの手で、額に汗して病める者たちのケアを行

いました。このような機会は、まさにロータリーで得られるも

のです。彼女のように人生、家、家族のすべてを捧げるこ

とは難しいかもしれません。しかし、年に20分、20時間、

20日であれば、私たちも彼女のようになれるのです。 

私たちは、人がやらないような仕事でも、自らの手で誠心

誠意、額に汗して取り組むことができます。そうすることが、

この世で最も意義ある活動だと知っているからです。-終- 



 2016年4月1日例会卓話      地区補助金について  当クラブ 末松 大幸 会員 

財団は皆様の寄付を資金とし、皆様

のプログラム参加によって地元及び

国際社会に貢献しています

財団

寄付

標語

プログラム

使命

地区補助金

グローバル補助金

ポリオ・プラス

ロータリー平和センター

当クラブのロータリー財団年間寄付１当たり

年次基金１１０ドル ポリオ・プラス４０００円

補助金制度

グローバル補助金（GG)

地区補助金（DG)

・6重点分野における大規模な国際プロジェクト

・プロジェクト総額 3万ドル以上

Global Grants

District Grants

・地元と海外における奉仕活動を支援する

・小規模で短期のプロジェクト

地区補助金
(DG)

年 次 基 金 寄 付

50％ 45％

国際財団活動資金(WF) 

グローバル補助金
(GG) 

マッチング (上乗せ）

地区財団活動資金(DDF)

年次基金の流れ（シェア・システム）

財団運営費

(投資収入で運営費を
賄えない場合のみ)5%

財団補助金プログラム

地区補助金
（ＤＧ）

グローバル補助金
（ＧＧ）

人道支援・奨学金・職業研修（VTT)

資金源：ＤＤＦ（地区）のみ

* 国内外の活動可

* クラブ単独で可

* ＲＣの無い国での活動も可

* 前年度に申請

資金源：ＷＦ（Ｒ財団）とＤＤＦ（地区）

* 国際奉仕活動に限定

* 海外クラブ(地区）との共同

* ６つの重点分野

* 随時申請

国際奉仕委員会で地区補助金を利用する場合

人道的奉仕活動であること

地区補助金の対象

３万ドル以上のプロジェクト

活動予算 : 40万円以上
クラブ拠出金 : 申請額以上
補助金 :  20~100万円

グローバル補助金

地区補助金

注意）減額された補助金とクラブ拠出金合計は
40万円以上でなければならない

資格認定プロセス

・補助金管理セミナーへの出席

・覚書（MOU）に会長・会長エレクトの署名

申 請

資格要件

・提出後に内容の確認や変更をお願いする場合あり

・申請受付は2016年3月～4月

・提出先はガバナー事務所、 電子メールにて提出

・ガバナーと財団委員長の承認

前年度
平均年次基金寄付実績

（１人当り）
補助金額

９９ドル以下 基本補助金額×８０％

１００～１４９ドル 基本補助金額×９０％

１５０ドル以上 基本補助金額×１００％

クラブ寄付実績による補助金配分率

地区補助金活用例

実施国 日本

プロジェクト名
児童福祉施設野球部へのプレゼント
in 大阪ドーム

申請クラブ 大阪南RC

総額費用 1,631,200円 (US$13,823.73)

資金調達
大阪南RC
地区補助金

1,031,200円
600,000円

最終報告書

✳補助金受領後6か月以内 （期日厳守！）

✳補助金口座のコピーと領収書の原本要

地区補助金の活動報告書

６ヶ月以内にプロジェクトが完了しない場合は
中間報告書を提出

1. 奉仕活動のための補助金

⇒親睦や記念式典・娯楽活動に使用不可

2. 予算の内訳明細と見積り根拠明示が必要

⇒見積書の添付が原則

3. 利害の対立の回避・可能性の開示

⇒ロータリアン（企業）からは物品購入しない

⇒どうしても必要な場合、３社以上の相見積り

地区補助金申請時の注意点 ①

4. ロータリアンの旅費は不可

5. 財団により承認された活動のみに使用

6. 事業開始は補助金入金 (7月下旬）後

地区補助金申請時の注意点 ②

2月
・補助金管理セミナー受講
・MOU（覚書）提出

3〜4月
クラブから地区補助金審査委員会へ

申請書提出

5月
受付順に審査

地区からロータリー財団へ一括申請

7月 財団より着金後、クラブへ補助金配分

2016年度地区補助金申請スケジュール

（要件）

① 持続可能で測定可能な成果

② ６重点分野に該当

③ 実施国と援助国が提唱（海外のクラブや地区協力）

グローバル補助金（GG）とは

大規模な国際的プロジェクトに活用できる補助金

注）原則 実施国にRCがないとダメ。ベトナムは可

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

対象となるプロジェクト

① 人道的国際奉仕

② 奨学金

大学院レベルで1-2年間の留学

③ 職業研修チーム (VTT) 

専門職業に関する研修チームを海外派遣

資格認定プロセス

・ 補助金管理セミナーへの出席

・ 覚書（MOU）に会長・会長エレクトの署名

申 請

資格要件

・ ガバナーと財団委員長の承認

・ 財団へオンライン申請 （随時）

① 地域社会のニーズの強みの調査

② 現地で物資を調達する

③ 現地の資金源を確保する

④ 研修・教育・呼びかけを行う

⑤ 受益者にも参加してもらう

⑥ モニタリングと評価を欠かさない

立案にあたって ー 6つのポイント ー

最終報告書
✳プロジェクト完了後 2か月以内

グローバル補助金の報告書

中間報告書
✳補助金受領後 12か月以内 （その後、12か月毎）

グローバル補助金事例 (代表提唱）

実施国 台湾

プロジェクト名
教育と識字率の向上
資格障害者の能力回復・社会復帰のための
トレーニングシステム提供

申請クラブ 大阪梅田RC・台北天母RC(RID3520)

総額 $69,500

資金調達
大阪梅田RC
DDF(RID2660)
WF

$2,000
$20,000
$32,500

グローバル補助金事例 (共同提唱）

実施国 台湾 (11地区・10RCの共同事業）

プロジェクト名
疾病予防と治療
肝臓病検査あと予防宣伝のための教育者
トレーニング

申請クラブ 高槻東RC・台北NanYa RC (RID3520)

総額 $500,003

資金調達
高槻東RC
DDF(RID2660)
WF

$2,000
$5,000

$200,000

ご清聴ありがとうございました

EVERY
ROTARIAN

EVERY
YEAR

YOUR GIFT TO THE WORLD

年次寄付は補助金の原資です。

お一人お一人のご寄附をよろしくお願いします。
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◇第13回理事会報告 日時 2016年4月1日㈮例会終了後   場 所 ホテルグランヴィア大阪「鶴寿の間」 

出席者 福井、末松、山本、平田、杉本(三)、松井、高地、青木、林、津本、海家 計11名(敬称略、順不同) 

議  題 

①新入会員候補者推薦の件(辻様、兼田氏)⇒辻様:入会申込書、承認。兼田様:推薦状提出、承認。 

②友好委員会 *新入会員研修会・懇親会収支報告(資料①)⇒承認(余剰金11000円、ニコニコへ充当) 

 *スーパー歌舞伎3クラブ合同観劇会収支報告（資料②)⇒承認 35名参加（東淀ちゃまち16名 新大阪6名 大阪淀川13名） 

  残金1150円一人当たり  各クラブの返金 当クラブはニコニコへ充当 

③職業奉仕委員会、友好委員会「春の職域訪問」経過報告⇒友好委員長から報告 21名申込み   

④5月27～29日台北東海RC訪問の件(資料③)⇒7名RC参加予定RAC5名予定、28日現地台北東海RCと交流会開催  

⑤社会奉仕委員会 博愛社寄贈品並びに贈呈式の件⇒博愛社へ寄贈品について早急に博愛社のご意向を伺う 

 贈呈式未定⇒（仮）5月20日（金）例会終了後予定 

⑥阪急電車十三駅東口「小植樹地帯」清掃報告(4/1週報掲載)⇒揃いベストを着用、神津神社から掃除道具を拝借                       

                                         ブロックの補修部分を確認 

⑦国際奉仕委員会 地区補助金の件 次年度地区補助金の申請提出期限4月末。⇒申請書作成中 

⑧クラブ戦略委員会(会員増強)の件⇒クラブフォーラムから得た会員の意見を活かし、会員獲得を実践 

⑨その他 次年度幹事の件、別途スマホ教室開催の件の2件は個別に話合われた。             

宝塚観劇:秋はクラブ行事、淀マン会も開催。春は観劇を主体とする。基本単独開催。20席手配  以上 

◇大阪淀川RAC「博愛社の子供たちとのボーリング例会」報告 

日 時：2016年4月2日㈯ 11：00～15：00  場 所：「イーグルボウル」 

参加者：博愛社生徒 11名 先生4名 計15名 ＲＡＣ淀川 4名 吹田2名 高槻1名 池田1名 他地区2名 計10名 

大阪淀川ＲＣ 平田、今城、西﨑各会員 計3名 合計28名(敬称略、順不同) 

大阪淀川RAC主催の「博愛社の子供達とのボーリング例会」へ参加してきました。この行事は毎年行われており、

博愛社の子供達、4、5年生を対象にしております。今回は総勢で28名もの参加があり、例年以上に盛況でした。

最初にプロによるボーリングの投げ方の指導があり、それぞれ7チームに分かれ、2ゲームの個人戦を行いました。

その後、昼食をはさんで、表彰式、フルーツバスケットゲームを行い、本当に和気藹々とした素晴らしい例会となり

ました。子供達も、ＲＡＣ会員、ＲＣ会員夫々が心から楽しめた一日でした。お世話いただいたＲＡＣ会員の皆様

有難う御座いました。そしてご苦労様でした。 

最後に会場となりましたイーグルボウルの皆様、特に大薮元会員のご配慮に感謝申し上げます。(文責 西﨑) 


