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ＶＯＬ．４９    

２０２２年１２月 ７日(水)  第１例会 

 

１．国歌斉唱 「 君が代 」 

ソング  「 奉仕の理想 」 

 

２．ビジター紹介 

（米山奨学生) 許 金阳 さん 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４２名 

出 席 率 82.35％ 前々回補正80.76% 

 【本日の欠席】 

   川口・西川・辻井・藤井(輝)・平野・平山・石本・ 

的場・中島・小野・大谷・内堀 各会員 

 

４．会 食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

 さて、先週は地区のロータリー財団委員会の丸尾委員長

にお越しいただき、卓話をいただきました。おもに、ロー

タリー財団の歴史や寄付団体としての格付け、また寄付を

する事の意義や意味についてお話しいただきました。しか

し 30 分と言う短い時間でしたので、丸尾委員長もすべて

をお話しできなかったと思いますので、私なりに若干補足

を入れさせていただきます。 

一つには、寄付されたお金の使い道です。 

これは、マイロータリーの中に収支が載っていましたので、

ご紹介いたします。これを見ると寄付だけで 2020 年度で

約3億4000万ドル、2021年度でも3億5000万ドルの寄付

が集まっています。日本円換算しますと、150 円計算でざ

っくり570億円程度の予算規模になります。 

2021年度は投資収益が結構出ていて、収入トータルでは5

億4500万ドルです。 

次に支出ですが、支出合計としては、3億8000万ドルです

が、そのうち実際に補助金として交付した、いわゆる真水

部分の金額は3億3000万ドルとなります。 

で、この真水部分の補助金の内訳ですが、一番はポリオプ

ラスに約1億5300万ドル（約46％）、次にグローバル補助

金に約1億3000万ドル（約40％）、その次は当クラブでも

毎年使っている地区補助金に約3100万ドル（約9.3％）と

続きます。こういった形で、分散して使用されています。 

次に、どういった事業に補助金として使用されているかに

ついて、触れさせていただきます。 

地区補助金については、私たちが毎年申請していますので、

お話しするまでもありませんが、本年度については、尼崎

の小学生のための歴史副デジタル読本を作成し、小学生の

タブレットに入れてもらって、授業で使用していただく予

定です。 

次に、グローバル補助金についてですが、先週の丸尾委員

長のお話にもありましたが、ロータリー財団の使命は「ロ

ータリー会員が、人々の健康状態を改善し、質の高い教育

を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じ

て、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」

本日のプログラム  １２ 月 １４日（2304回） 次回のプログラム  １２ 月 ２１日 

「  年次総会 」 

                               会長・幹事 

「  クリスマス忘年家族例会 」 

                               会長・幹事 
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ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

ＯＦ ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ ＥＡＳＴ 

本日のメニュー  お弁当 

白菜と海藻サラダ 茄子の揚げびたし 

鯖のグラタン仕立て 
グリスチキン 

きのこソース 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

デザート(ブラウニー) 



 

です。しかしながら、世界の人々の健康や教育や環境や貧

困といわれても、行ったことのない地域や国の実情はよく

わかりませんし、世界理解や親善、ましてや平和と言われ

ても、困ってしまいます。住んでいる尼崎の教育や貧困や

格差なら、実体験として理解できるので、取り組みもしや

すいのですが。でもおそらく、そういった実情と言うか、

事実としてそういう世界があることは皆さん気づいている

わけです。そういった方のための補助金と言えます。 

寄付をすることで、そのお金を使って別のロータリアンが

動いてくれるという仕組みです。 

投資信託みたいな仕組みに若干似てなくもありませんが。 

あと、財団補助金の特徴として、施しをするということで

はないようです。 

例えば、ネパールに行ったときに、ここの道路は日本が作

ったとかどこが作ったとか、自慢げに言われましたが、お

そらくＯＤＡで援助されて出来たのでしょうが、それは一

時的なもので、作れば終わりです。でも、財団の補助金は

持続可能なものにしか出しません。 

たとえば、12月は「疾病予防と治療月間」なのですが、ロ

ータリー財団認めない活動の例として、「機器の購入のみの

プロジェクト」や「教育的な支援プログラムを提供しない

プロジェクト実施、または現地の医療体制や能力を大きく

向上させる活動を提供しない医療任務・手術チーム」など

です。財団的には１０００ドルが一つの区切りですが、補

助が入り実質７００ドルでポール・ハリス・フェローの認

証を受けることができますし、毎月５０００円や１万円を

事務局に預けてもらいますと、事務局で積み立ててくれま

すので、知らぬ間に認証を受けることとなります。 

本年度、役どころもあり、私も初めて寄付をさせていただ

きました。 

皆様も、これを機会に少しずつにでも寄付の積み立てを始

めていただければと思い、お話をさせていただきました。 

 

６．RLI研修コース終了証授与 

 

 大矢悦子会員      中田雄久会員  

７．米山奨学生奨学金授与 

 

（米山奨学生) 許 金阳 さん 

 

８．今月の誕生日＆結婚記念日お祝い 

 

会員誕生日 

松岡秀光 12月 7日  野村昌宏 12月22日 

梅崎文彦 12月25日  

夫人誕生日 

梅崎さおり 12月3日 内藤せい子 12月11日 

中島 由美 12月11日 小野留美子 12月22日 

結婚記念日 

西村嗣人 12月23日   

 

９． 幹事報告 

①地区大会参加・登録のお願い  

  2023年３月４日・５日 神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙにて開催。 

  登録・参加よろしくお願いいたします。 

   〆切は１月20日(金) 

②次週は[年次総会]となっていますのでよろしくお願

いいたします。出欠返事まだの会員は提出お願いし

ます。なお、欠席の場合は委任状サインお願いしま

す。 

 

 



 

③本日の理事会 

 18時よりサイプレスルーム 

 19時より折尾 

 

10．委員会報告 

 ・親睦活動委員会(近親睦委員長) 

クリスマス例会 本日〆切 キャンセルは12/10まで 

以降キャンセルフィー発生します。 

  例会終了後、委員会開催 

 

11．同好会報告 

 ・囲碁同好会 

  本日例会終了後に開催いたします。 

 

12．ＳＡＡ報告  

↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞ 

＊本日スピーチです。よろしくお願いいたします。 

  ············································· 勇 

＊サッカー日本代表残念でした。しかしよく頑張って 

 くれました。ブラボー！ 

  ··········································· 武部 

＊誕生日お祝いありがとうございます。 

  ······························· 松岡・梅崎・野村 

＊結婚記念日お祝いありがとうございます。 

  ····································· 梅崎・内藤 

＊結婚記念日お祝いありがとうございます。 

  ········································ 西村(嗣) 

＊本日、早退致します。勇会員スピーチ聞けず申し訳 

 ありません。 

  ····································· 内藤・安田 

＊勇会員、本日スピーチよろしくお願いいたします。 

 ···················· 安藤・藤井(秀)・細井・礒田・ 

木村・近・小坂・越賀・久保・ 

松本・松岡・森・森本・中井・ 

中田・西村(太)・西村(嗣)・ 

野村・小畑・太田・大海・大矢・ 

齋藤・三田・佐藤・高山・武部・ 

田中・田野島・渡部・山口・ 

山本(淳)・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．スピーチ 

 

  「 ＲＬＩって？」   勇 正一郎 会員 

 

 

 

 

本日の金額         ６４,５００円 

(内３コイン)        １０,５００円 

累    計    １,２３５,９２０円 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12月5日（月）第30回 

学生さんは小中学生7名ボランティア教師4名ロータリアン

6名尼崎つばめ学習会理事1名の参加となりました。 

夕方から雨が振り、気温も一気に下がりましたが、いつもの

メンバーは変わらず参加して頂いてます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーレート 

2022年12月 1ドル＝138円 

 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放

事業 


