
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No.1987 
11月 14日例会 プログラム 「国民健康保険の医療制度について」玉野市保険福祉部国民健康保険係 係長 川西 泰司様

11月 21日例会 プログラム 「いろいろな数字とコーチングのお話」  岡 眞司君 

11月 14日のメニュー ・魚の西京焼き ・鰹のたたき ・かき揚げ ・フルーツ ・ご飯､お味噌汁､漬物 ・コーヒー
 

前回（11 月 7 日）例会記録 
 
会員総数 32名(内出席規定適用免除者 1名) 出席者数 23名 欠席者数 9名 出席率 71.88％ 前回補正率 87.50％

前回補正者 近藤君 小野君 槌田君 

出
席
報
告 欠 席 者 藤田君 東川君 石川君 井上君 三宅(孝)君 仲田君 大久保君 安江君 山田(次)君 
 
 会 長 挨 拶   
 
 会員の皆様、こんにちは。本日も例会出席ありがとうございます。11月 5日には、アメリカで第44代大統領

として、また最初の黒人の大統領として民主党のオバマ氏が選ばれました。おそらくブッシュ政権の閉塞性を「変

革」という言葉で国民の関心を引きつけたと考えられます。これからオバマ氏の政治的には別として、今後の経

済的な諸施策に対して注目していきたいと思います。そのことを考えると二つの注目点が浮かび上がったようで

す。第1に経済的には金融システム危機後の世界は？ 第2に米国がかつての威信をオバマ氏によって取り戻せ

るか？ 以上2点と思います。 
 
 会 長 報 告   
 
・ 本日は第1例会ですので、例会後、理事役員会を開催いたします。理事役員の方はお残りください。 

・ 新会員加入候補者3名の方が理事役員会において承認されました。異議のある方は1週間以内に文書にて事

務局、又は会長、幹事にお知らせ願います。会員候補者は以下の通りです。 

(1) 磯島浩二（いそじまこうじ）様 （スポンサー 松尾会員） 

勤務先・役職 玉野三井病院 副院長内科部長 

(2) 三宅三喜男（みやけみきお）様 （スポンサー 松尾会員） 

勤務先・役職 玉野三井病院 副院長外科部長 

(3) 永石清二（ながいしせいじ）様 （スポンサー 近藤会員、緋田会長） 

勤務先・役職 (株)永石スポーツ 代表取締役 
 
 幹 事 報 告   
 
・ 鳥居ガバナー事務所より以下の書状が届いております。 

(1) 地区大会出席のお礼。 

(2) 谷口地区GSE委員宛に2008-09年度地区研究グループ交換（GSE）送別会並びに壮行会出席のお礼。 

(3) 李東建RI会長の書簡「尊敬する日本のロータリー指導者の皆さま」。 

(4) 文献「ロータリー・モザイク」のご紹介。 

・ 他クラブの週報・例会変更通知は回覧させて頂きます。 
 
 第 5回定例理事役員会議事録 11月 7日  
 
・ 忘年家族例会開催について ⇒ 親睦・家族委員会の提案通り承認。 

 日時：12月 5日(金) 19:00～ 場所：ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 

・ 藤田会員の平成20年度高圧ガス保安功労者として経済産業大臣表彰の受賞に伴う取り扱いについて 

⇒ 祝賀会を開催するとともに藤田会員に賞状用額縁を贈呈する。発起人は白石会員と宮原会員とし、祝

賀会の開催要領とスケジュールは追って決定のうえ会員へご案内する。 

・ 宇野港土地(株)へのお礼について 

⇒ 40年間お世話になったお礼として次回例会で松尾前会長から金一封と記念品を宮原社長へ贈呈する。 

 

「一次校正済み」H20.11.11 高橋秀明 

「校了」H20.11.12 高橋秀明 

 

 

04～’05 

・必ずコーヒーあり。 ・来訪者で統一 ・お客＝様、RCの人＝君 ・交換学生が正解 

・日付が水曜以外のとき要確認  ・上まできちんと非表示 
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 委 員 会 報 告   
 
・ 親睦・家族委員会（岡眞司委員長）：《誕生日祝》三宅(孝)君 4日､槌田君 21日､高橋(征)君 11日 

《結婚記念日祝》富永君 9日､小野君 10日､宮原君 21日､高橋(征)君 25日 

・ 職業奉仕委員会（白石富貴太委員長）、親睦・家族委員会（岡眞司委員長）：11月 23日会社見学・家族会（キ

リンビアパーク、備前焼土ひねり、日生五味の市）参加者の方に実施要領を配布しております。送迎バスの

時間等ご確認願います。また備前焼土ひねりは別途会費になりますので当日朝確認させていただきます。 

・ インターネット・雑誌・広報委員会(近藤勇進委員長)：「ロータリーの友11月号」から印象に残った記事を

紹介いたします。(1)高校生の現状から見た子ども像 (2)モーニングロータリークラブ (3)新樹の声 私が

ロータリークラブ会長になったら (4)世界に羽ばたけ！米山学友 日中が共に歩む21世紀･･･等です。ご一

読願います。 

・ ハイロー会（谷口幹事）：①4クラブチャリティコンペご参加ありがとうございます。おかげさまで団体優勝

することができました。②第166回ハイロー会（12月 23日）のご案内を配布いたしております。12月 5日

までに出欠のご返事をお願いいたします。 
 
 スマイル・ボックス   
 
・立石君－小野田先生お帰りなさい。 

・島田君－①藤田さん、経済産業大臣表彰受賞おめでとうございます。②4クラブゴルフコンペで谷口さんにお

世話になりました。③4クラブコンペで馬券が当たりました。 

・谷口君－4クラブチャリティーゴルフお世話になりました。皆様のお蔭で団体戦1位でした。 

・宮原君－結婚記念月。 

・小野君－①結婚記念月。②欠席。 

・富永君－結婚記念月。 

・槌田君－①誕生月。②4回欠席すいませんでした。 

・高橋(征)君－①結婚記念月。②誕生月。 
 
 プ ロ グ ラ ム  「ロータリー財団月間に因んで」 ロータリー財団委員長 大西 正高君 
 
ロータリー財団の組織と使命 

 ロータリー財団は、1917年米国ジョージア州アトランタで開催された国際大会において、アーチC・クランフ

が「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野でよりよきことをするために基金を作ろう」と提案し

たことに始まり、1928年国際大会でロータリー財団と名づけられ、1931年に信託組織となり、1983年に米国イ

リノイ州法の方の下、非営利財団法人となりました。 
 
奉仕活動と資金調達は車の両輪 

 私たちのロータリー財団が地域社会や国際社会への奉仕をさらに強化、増大していくためには、奉仕活動の充

実と資金面への援助が大変重要になります。 
 
国際ロータリーの使命 

 国際ロータリーは世界中のロータリー・クラブの連合体です。国際ロータリーの使命は、2007 年 6 月の理事

会で、国際ロータリーの使命を次のように改訂しました。ロータリー・クラブの世界連合体である国際ロータリ

ーの使命は、他者に奉仕し、高い倫理的基準を促進し、事業と専門職務及び地域社会のリーダーの間の親睦を通

じて世界理解、親善、平和を促進することである。 
 
世界でよいことをしよう “Doing good in the world” 

 ･･･アーチ・クランフがロータリー財団設立のとき述べた言葉である。 
 
恒久基金 PERMANENT FUND 

 1982年に｢世界理解と平和のためのロータリー財団基金｣として創設され、1994年に恒久基金と改称されまし

た。利子（投資資金）のみを財団プログラムに使い、元金を使わない基金です。 
 
GSE（GROUP STUDY EXCHANGE）研究グループ交換 

 1965年に発足したロータリー財団の国際交流プログラム 

 25 歳から 40 歳までのチームメンバー4人とロータリアンのチームリーダーが GSE チームを構成し、2カ国が

GSEチームを交換し、互いの国の文化や職業について学ぶものである。 
 
DDF（DISTRICT SERVICE GRANT）地区財団活動資金 

 地区が使途決定に発言権を持つ。 

 年次寄付と恒久基金利息の50％ 
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地区補助金（DISTRICT SIMPLIFIED GRANT） 

 国内または地区内の社会奉仕プロジェクトにロータリー財団が補助金を出すという画期的なプログラム 

 2003年 7月 1日からスタートした。 

 

補助金を活用できるプロジェクトの例 

プロジェクトの内容 ふさわしいプロジェクト 不適格なプロジェクト 

植樹 ロータリアンが自ら植樹する場合。美化プロジェ

クトは地区補助金の場合は可。その場合でも、な

るべく多くの人が足を運べるような場所で、公有

地を利用するようにしてください。たとえば公園

の遊具、ベンチ、手入れする道具の寄贈。時計の

寄贈も多くの人の目に触れ、地域社会全般に役に

立つようであれば認められることになります。 

市役所や他団体に現金を寄贈し植樹

を請け負ってもらう場合 

車椅子の寄贈 病院、養護老人ホームなど不特定多数の人が利用

できるような施設への寄贈 

近所の足の悪い人など特定の人に贈

る場合 

災害支援 被災地へ毛布などを寄贈 金銭を送る。 

スポーツ大会 グランドの使用料、ユニフォームなどは適切、障

害者のスポーツ大会などの人道性も必要 

優勝の賞金は不可、ロータリアンが

審判や会場の誘導などに参加しなけ

れば不可。優勝旗、トロフィー、賞

状は不可 

コンサート 会場費プログラム、チラシなどは適切。障害者の

スポーツ大会などの人道性も必要 

優勝の賞金は不可、ロータリアンが

会場の審判や誘導に参加しなければ

不可。優勝旗、トロフィー、賞状は

不可 

ゴミ拾い ゴミを拾うためのビニール風呂敷などは適切。掃

除道具を購入し、公共施設に贈呈するのは可。 

ゴミ拾いの協力者に謝礼などを提供

するのは不可 

トイレの建設 学校のトイレなど独立したものであれば可 駅のトイレなどの改装は不可 

パソコンの贈呈 パソコンやプリンターなどを学校や施設に贈呈

するのは可 

ホームページの作成費用は不可 

ネームプレートや標識 危険な道路の交通標識であれば可 史跡の標識は不可。困窮している人

への人道的プロジェクトと思えない

というのが世界本部の意見 

パンフレットの作成 後援会などのパンフレットは可 募金を呼びかけるパンフレットは不

可 

ソーラーパネルの贈呈 パネルだけなら可 取り付けると建設条項に抵触 

 


