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2008-09年度 地区委員会の活動に感謝いたします

2008-09年度ガバナー 横山 守雄

2008-09年度のRI活動テーマは「夢をかたちに」「Make Dreams Real」 でございまし

た。D.K.Lee RI会長は重点活動項目として、各地区、各クラブで「子供たちに光があたる

活動」に取組むことを推奨されました。

一方、当地区の重点活動項目として、私は次の3項 目を掲げました。

1.職業倫理の向上を目指し、四つのテス トを実践しましょう。

2.ク ラブ発展のための将来計画を立て、その実行に着手しましょう。

3.地 区活動のスリム化に取 り組みましょう。

地区各委員会の皆様はRI及び当地区の重点活動項目を念頭に、それぞれの委員会で活動計

画を立案され、鋭意実施されましたことに、先ずは心から敬意と謝意を表したいと存じます。

地区方針の第1項 目につきましては、地区職業奉仕委員会の皆様から各クラブの職業奉仕

活動に対する取 り組み姿勢について卓越したご指導をいただきました。

第2項 目につきましては、地区大会においてRI会長代理をお務めくださいました南園義一

様より「クラブの長期計画」と「CLP」 導入の重要性について、RIの 長期計画委員の立場か

ら大変分かりやすいご指導を賜 り、今後各クラブがそれぞれ特徴を持ったクラブヘ脱皮でき

るきっかけを与えて下さいました。

第3項 目につきましては、過去3年間に亙り地区DLP検討委員会で改革を進めて参りました

「ガバナー補佐制度」及び「地区研修委員会」「地区各奉仕委員会」の役割と機能がよリー

層充実したかたちになりました。

会員増強につきましては、日本全体の会員減少にいまだ歯止めが掛かったとは申せない状

況にあります。この12-3年の間に、12万 9千人台の会員数が9万 1千人台まで毎年継続して落

ち込んでいることは、そこには構造的な原因があると私は考えております。日本のロータリ

ーの構造的なものが変わって行かないかぎり、むしろ地区やクラブの統廃合がこれから顕在

化して行 くのではないでしょうか。しかしロータリーの「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔

性」そして「リーダーシップ」という素晴らしい価値観は、私たちロータリアンの将来に夢

と力を与えてくれます。

地区委員会の皆様の本年度の数々のご尽力に対 して改めて感謝申し上げますと共に、次年

度の大谷G年度の地区活動の一層のご発展をお祈 り申し上げます。
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地区ガバナー指名委員会

長

員

員

員

員

員委

委

委

委

委

新谷

若林

宮田

神崎

岩田

秀一 (池 田くれはRC)

紀男 (大阪東RC)

宏章 (大阪北RC)

茂 (大阪西RC)

宙造 (大阪南RC)

ガバナー月信 (10月 号)に より、2011‐ 2012年 度ガバナー・ノミニー候補者推薦を地区内

全クラブに依頼をいたしましたが、期日までにお申し出がありませんでした。

したがって、国際ロータリー細則第13条および当地区ガバナー指名委員会規約に基づき、

2009年4月 9日 に開催された委員会において慎重審議の結果全員一致をもって、大阪城南ロー

タリークラブ会員 岡部泰鑑君を2011‐ 2012年 度国際ロータリー第2660地 区ガバナー 。ノミ

ニー候補者として推薦することに決定致しました。

これにより2009年 4月 28日 、横山守雄ガバナーによって岡部泰鑑君を2011-2012年 度ガバナ

ー・ノミニーとして宣言されました。委員会の皆様にはご協力感謝いたします。
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意義ある業績賞委員会

長

員

員

員委

委

委

新谷

神崎

岩田

秀一 (池 田くれはRC)

茂 (大阪西RC)

宙造 (大阪南RC)

RI意義ある業績賞プログラムは重要な問題またはニーズに取 り組むクラブの活動を地区で

表彰するための会長表彰プログラムであります。この賞の目的は、あらゆるクラブに新プロ

ジェクトを奨励し、かつクラブが努力の模範を示す重要性について理解を深めること、と記

されています。

本年度の本賞推薦方を地区全クラブにお願いし、締め切 り期日までお待ち致しましたが申

請数が少なく残念でした。申請していただいたクラブの活動について慎重審議の結果、寝屋

川ロータリークラブのプログラム『市民活動参加支援』を決定しRIに推薦いたしました。

5月 に認定書が地区に届き、2010年 2月 の地区大会において表彰状の贈呈が行われる予定です。

表彰対象のプロジェクトの内容は、クラブ創立35周年記念事業として奉仕の理想を目指し、

寝屋川市の心温まる住み良いまちづ くりに貢献する団体又は個人に市民活動の向上 。強化を

図れるように、ロータリアンの大多数が積極的に参加し多方面での支援を行うことを主眼と

したプロジェクトであります。これはRIが期待する表彰の条件を十分満足するものです。
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地区研修委員会

リ ー ダ ー

サブリーダー

サブリーダー

サブリーダー

委    員

委    員

委    員

委    員

委    員

委    員

委    員

(八尾RC)

(千里RC)

(大阪東RC)

(大阪西RC)

(大阪平野RC)

(大阪南RC)

(大阪城南RC)

(吹田西RC)

(大阪天王寺RC)

(東大阪東RC)

(大阪そねざきRC)

戸田

井上

若林

神崎

川上

橋本

畑田

瀧川

松井

井上

岩本

孝

嘆夫

紀男

茂

善司
」室→
`田

、本色

菫■主主

紀征

隆雄

家昌

洋子

1.活動方針と実践

本委員会は、ガバナー、ガバナーエレクトと地区指導者に研修を行い、地区の研修計画

全般にわたって支援を心がけた。

2.担当委員の選任

地区研修リーダーが研修委員会の委員長を務め、必要に応 じて研修会合や行事の責任を

担当者に割 り当て効果的に実践することができた。

3.委員会の活動

研修、教育、討論進行の経験を有する委員諸氏に所期の目的を果たしていただいた。

4.任務および責務について

a)委員会は、以下の研修ニーズについて、地区ガバナーに協力 して実践 した。

1)PETS  2)地 区協議会  3)地 区チーム研修セミナー (ガバナー補佐の研修を

含む) 4)地 区指導者育成セミナー  5)ロ ーターアク ト指導者育成セミナー

6)ク ラブレベルの研修への提言は未着手  7)地 区内におけるその他の研修行事

b)招集者の指導のもと、委員会は次に掲げる事項を行った。

1)プ ログラムの内容提言 (理事会推奨のカリキユラムに準拠 )

2)研修の準備・検討

3)研修の実施

5.ク ラブレベルの研修についての取 り組み ;

1、 クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席すること

2、 新会員のために一貫 したオリエンテーションの定期的実施を推奨すること。

3、 現会員のために継続的教育の機会を提供すること。

4、 全会員へのロータリー知識育成プログラムを企画、実践すること。

5、 その他の研修ニーズを掘 り起こすこと。

ロータリーを更に意義あるものにするには、ロータリークラブを活性化することにある。ロ

ータリークラブを活性化するには、会員の研修を定期的に行うことが必要である。この趣旨

を踏まえ、クラブ研修リーダーは会長経験者が担当することが望まれよう。各ロータリーク

ラブが定期的に研修を実施することによって会員の意識を高め、クラブの活性化の実現が期

待されるであろう。
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クラブ奉仕部門

クラブ奉仕・拡大増強委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

松川 雅典

南賀 勝之

山本 昌宏

川上 善司

常國 克輔

北田 耕一

安田千恵子

小寺 潤一

川島 吉博

安養寺敏彦

(新大阪RC)

(大阪城南RC)

(東大阪みどりRC)

(大阪平野RC)

(大阪城北RC)

(大阪東南RC)

(大阪柏原RC)

(豊中RC)

(く ずはRC)

(交野RC)

実施した事業は次のとおりである。

2008年 5月 31日 (土)会員増強セミナー開催 (於 :大阪厚生年金会館)

約180名 の出席を得て、名古屋東南ロータリークラブから伊藤秀雄氏、東大阪中央ロータ

リークラブから宮田照男氏、大阪なにわロータリークラブから餅野法善氏、新大阪ロータ

リークラブから松川雅典の4名 がパネラーとなってパネルディスカッションを開催し「ど

のようにして会員を増やしたか」の具体的実例の紹介を行った。

そしてその成果を踏まえて、同年7月 に各クラブに「会員増強活動開始について」とのお

願い文を配布した。

2008年 12月 12日 (金)新会員セミナー (大阪国際会議場)

2008年～2009年度地区大会の新入会員研修部門において入会後3年未満の会員約100名 を対象

にして「ロータリークラブに入って良かった」とのテーマで戸田孝パストガバナーの講演を

頂き、続けて「ロータリークラブに何を望むか」とのテーマでバズセッションを行った。

上記事業を実施するために委員会を合計6回 開催し、上記事業の準備と、CLPに ついての

勉強会、ゴルフ、食事の会を持ち委員同士の友好の場を持った。

茨木東ロータリークラブからの規定審議会への提案があった「土地・建物の購入に対する

補助金の使途についての改正案」につき従来のRIの審議経過を調査 し、2008年 11月 「貴ロ

ータリークラブから提出された (制定案)について」との答申書を作成した。

そのほか委員長においてR12660地 区に存在する86ク ラブのうち約10ク ラブにおいて会員

増強についての卓話を行った。

その他特記事項

活動計画では、CLPの取 り組み状況についてのセミナーも予定したが、これは地区大会で

の会長幹事部門で議論されたため2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員会としては特段の事業

とはしなかった。

一年間を振り返つて

地区の86ク ラブの増強に対するムー ドを盛 り上げることの難しさを感 じた1年間であった。
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広報委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

木村

岡島

川上

山田

中島

芳樹 (大阪南RC)

正幸 (大阪RC)

征 (大阪東RC)

崇雄 (大阪北梅田RC)

武 (大阪堂島RC)

「ロータリーを知り、ロータリーを知ってもらおう。」 のもと地区広報委員会としては、

ロータリーの知名度をより上げるために、クラブ広報委員長の率先のもと個々のロータリー

クラブの広報活動がより活発になるようサポートしました。

活動実績

●広報アンケー トの実施

●クラブ広報委員長会議を開催し、アンケー トの結果をふまえ、産経新聞より講師をまねき、

各地区広報委員にもコーナー担当していただき、個々のクラブ、ロータリアンにおける広

報の重要性を認識していただき、各クラブにおける広報活動の推進を奨励しました。

●地区ホームページに地区広報委員会の独立したホームページ「Rotary at wOrk」 を設置

し、そこに各クラブ、地区の奉仕活動、広報活動を地区に集約、蓄積し、運用を目指しま

した。道半ばですが、次年度も継続して運用していただけるようです。

●各クラブのご協力を得、未設置クラブにホームページ設置を推進し、長期にわたリアップ

デイトされていないクラブにはアップデイトをお願いし、年度末には未設置クラブは一桁

台になりました。年度末には新年度に向けた講習会を三回開催しました。

●横山ガバナーの指導により、国際ロータリー広報補助金を利用し、地区としてのロータリ

ーの広報活動を新聞、ラジオを通じて実施しました。産経新聞では2009年 2月 から3ケ 月毎

日曜の大阪府下版にB4サイズの記事シリーズ「胎動する26∞地区 (外からみたロータリー)」

が13回 にわたり掲載されました。またラジオ大阪において4月 より毎土曜5時 より10分の

2660地区提供の番組「あなたの街のロータリアン」が13回 にわたって放送されました。広

報補助金を含め多額の資金を投入した地区としてのまとまった広報活動としては久しぶり

ですが、ロータリーの認知度を上げる一つになったと思います。出演していただいた皆様

に感謝します。

一年間を振り返って

以上のような活動を通じ、地区、各クラブ、ロータリアン単位の広報活動を一年をかけて

推進しましたが、至らない点も多々ありました。

広報は地道な活動が必要で、継続し続けることにより効果が現われてくると思われます。

今後ともロータリーの広報の必要性を認識し、より活発な広報活動を推進 。継続していた

だくようお願いして報告をおわります。
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職業奉仕部門

職業奉仕委員会 長

長

員

員

員

員

員

員

員

員
類

委

副

委

委

委

委

委

委

委

畑田

鈴木

中嶋

上田

岩本

松尾

長崎

若林

岸本

耕一

洋

進治

耕司

洋子

浩

弘芳

尚史

隆之

(豊 中RC)

(八尾東RC)

(大阪城東RC)

(大阪大手前RC)

(大阪そねざきRC)

(高槻RC)

(大東中央RC)

(く ずはRC)

(豊 中千里)

1.職業奉仕委員長会議 (第 1回 :2008年 8月 30日 、第2回 :2009年 3月 14日 )

第1回 の会議では、神崎茂PGの職業奉仕の精神と実行についてのお話と大阪大学名誉教授、

前大阪大学総長宮原秀夫先生の「情報技術の光と影」と題するお話を頂き、その後の質疑応

答と討論も含めて、職業奉仕委員長の役割について考えた。

第2回 の会議では、05～ 06年度から08～ 09年 度にわたる各クラブの職業奉仕活動状況につ

いてのアンケー トの集計資料をもとに、先ず、神崎茂PGが「職業奉仕を考える―クラブ委

員長の悩みを考慮して」と題する講演を行った後、「会員自身の職業奉仕」「シェルドンの

理念と松下幸之助の経営理念の比較検討」「小学生への出前授業一オーケス トラと裁判所」

「中学校への出前授業」「職業奉仕と偽装問題」「子供たちに職業への夢を持たせるには」

「中学生との意見交換を通して思うこと」について、藤田幸一 (大阪城東)、 堀内司朗 (門

真 )、 松尾勝裕 (大阪そねざき)、 井上善博 (東大阪みどり)、 空閑壮六 (大東中央)、 友藤昭

弘 (大阪平野)、 庄司修二 (箕面)の 7氏がそれぞれ発表を行い、各クラブが職業奉仕につい

て直面する問題について話し合った。

今年度は、例年とは異なり、職業奉仕委員長会議を2回 開催することにより、クラブの委

員長に、職業奉仕活動の在 り方について考えを深めていただけたと思う。

2.地区大会職業奉仕分科会 (2008年 12月 12日 )

社会人の大半が無関心ではいられない情報科学と技術の根本とその社会とのかかわり合い

について、前大阪大学総長で情報ネットワーク学の泰斗の宮原秀夫先生に半時間のご提言い

ただいた後、約2時 間をかけて、「情報化社会と職業奉仕」、「情報化社会を真っ当に生き

抜 くすべ」について、先生と一緒に、じっくりと考えた。簡単な質問をした人、熱心に議論

に参加した人、黙って皆の話を聞いていた人、すべてお茶とお菓子を楽しみつつ職業奉仕を

いつもとは少し違う観点から考える良い機会となった。

3.出前授業の推進

専門家の生き方を通 して、自分の将来を考えるきっかけをつかませることを目的とするロ

ータリアンによる地域の小。中学校への出前授業を、地区職業奉仕委員会の推奨活動の一つ

に取 り上げて6年 になる。各クラブの出前授業の実績は徐々に増加 し、本年度は17ク ラブ、
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38件の出前授業が行われた。過去4年間の結果を通算すると、クラブ数43、 授業回数142と な

る。ロータリアンの出前授業は2660地区の重要な知的奉仕活動の一つである。学校教育の分

野に、ロータリアンが、学校教員にはかなり実行の難しい寄与をするという点で、大事な知

的社会奉仕であるが、同時に、自己の職業とそれにより培った専門性を活かした奉仕という

観点から考えれば職業奉仕である。ロータリアンなら誰でも出来て、特別の予算を必要とし

ない知的奉仕として、今後も一層推進したいと考えている。

4.ガバナー月信の職業奉仕シリーズ「ロータリーの神髄―職業奉仕を語る」の連載

ロータリー経験豊かなパストガバナー各位に、職業奉仕に対するお考えを執筆していただ

き、ガバナー月信に毎号掲載した。会員の職業奉仕への理解を深めるのに役立ったと思う。

5.「職業奉仕の心」の編纂・印刷と全会員への配布

1999年 地区職業奉仕委員会が編集した「職業奉仕の小史」の補筆 。改訂を行い、ロータリ

ーの誕生から今日に至る職業奉仕に対する考え方とその変遷ならびに取組み方を纏めた冊子

「職業奉仕の心」を編纂 。印刷し、全会員に配布した。会員が職業奉仕を考える参考になれ

ばと願っている。

6.ク ラブの職業奉仕活動のアンケー ト調査

05～06年度から07～08年度にわたる各クラブの職業奉仕活動の実績、08～09年度の活動計

画と実施状況ならびにクラブの職業奉仕活動上の問題点や職業奉仕委員長の悩みについて、

アンケー トを実施し、その詳細な集計結果を作成して、今期および次期のクラブ職業奉仕委

員長に配布した。今後のクラブの職業奉仕活動を考えるうえの資料として役立てていただけ

るものと期待している。クラブの職業本仕委員会の役目は職場見学と親睦委員会と合同の懇

親会というような傾向も見受けられるが、このアンケー ト結果を詳しく見ると、かなりのク

ラブが独自の活動を始めようとしておられることがよく分り、今後のクラブ職業奉仕活動の

新しく広い発展が期待される。

一年間を振り返つて

冊子「職業奉仕の心」の全会員への配布、ガバナー月信の職業奉仕シリーズ「ロータリー

の神髄―職業奉仕を語る」の連載も含め、あらゆる機会をとらえて、各クラブの会員に職業

奉仕の精神について自分で考えることの必要性を強調するとともに、そのための資料提供を

行った。また、その実践の一つとして、会員による地域の小 。中学校への出前授業をお願い

した。その成果が少しずつ挙がりつつあることは、上記のアンケー トの結果や職業奉仕委員

長会議での参加者の意見などから窺える。今後も地味な努力を続けていきたいと思っている。
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社会奉仕部門

社会奉仕委員会 江藤 光哉

由上 時善

片山  勉

表  寛治

高田 知彦

森川嘉夫瑠

川上 大雄

初木 賢司

湯尾 恵子

西脇  悟

委 員 長

副委員長

副委員長

委 員 表

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

(大阪RC)

(吹田西RC)

(大阪東RC)

(池 田くれはRC)

(大阪リバーサイドRC)

(摂津RC)

(大阪ユニバーサルシティーRC)

(く ずはRC)

(大阪うつぼRC)

(箕面RC)

○ クラブ社会奉仕委員長会議

2008年 9月 20日 (土)  於 :大阪府赤十字血液センター

社会奉仕の主な事業の説明会として開催

。地区補助金について  財団人道的補助金委員会 前委員長 横井 憲二

・薬物乱用防止について

大阪府健康福祉部薬務課麻薬毒劇物グループ 課長補佐 中田 裕紀

・ 献血の問題について  大阪赤十字血液センター 献血部長 織田 美夫

・ 環境問題について   地区社会奉仕委員会 副委員長 由上 時善

補助金は以前よりご理解をいただいているように思えたが薬物に関しては防止教室等企画し薬務課へ、献血に

関しては毎年年末年始不足するのでキャンペーンをお願いしたいと切なる願いをお聞きし質疑応答、各クラブヘ

事業の追加をお願い後、閉会。血液センターを見学した。

○ おおさか環境賞

当委員会では、大阪府の「豊かな環境づくり大阪府民会議」に参画しておりますが知名度が低 く、その対策の1

つとしてロゴマークを製作することになり各クラブにマーク作成協力依頼をいたしました。応募数は66枚集まり

委員会で20枚 に選定し府民会議に提出、決定いたしました。現在、大阪府の豊かな環境づ くりのロゴマークとし

て利用されています。

02008-2009年度クラブ社会奉仕活動報告を作成

各クラブにおいて、本年度の活動ならびに継続事業等の発表の場として86ク ラブの活動集をPDFで製作し同内

容を冊子にシー トを付けて仕上げたものを各クラブに配布いたしました。広報と協議しHPに も載せています。

その他特記事項

広報委員会による国際ロータリー第2660地区のロータリー活動特集番組、ラジオ大阪「あなたの街のロータリア

ン」社会奉仕について、を5月 21日 に収録、6月 13日 に放送いたしました。内容は守口RCの 「3救 (救急・救命・救

護)運動講習会小学生のPTAの 方たちにAEDの使い方の講習と、大阪ユニバーサルシティーRC「手に手をとっ

て心をつなぐ」USJに 児童養護施設の子供たちを招待した内容で感動的でした

一年間を振り返つて

昨年までは各事業 (環境・献血・薬物乱用・交通安全等)の キャンペーン企画を進めていましたが、本年度よ

り本来の地区スタイルに戻 り、各クラブが企画されている事業がスムーズに実現できる様、支援・協力・相談で

連絡を密に取 り、活動致しました。今年度に入 り経済危機や新型インフルエンザなどで不安材料が出現し心配を

致しましたが各クラブそれぞれ目標を遂げられたと聞き、充実した活動をされたことと思います。お世話になり

ました関係各位に感謝申し上げます。
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青少年奉仕部門

新世代合同委員長会議

危機管理委員会

(千里RC)

(大阪西南RC)

(豊 中千里RC)

(大阪中央RC)

(東大阪RC)

(大阪RC)

(箕面中央RC)

(吹田西RC)

(箕面中央RC)

(茨木RC)

(大阪南RC)

(大阪そねざきRC)

RC外

委 員 長 井上 嘆夫

大谷  透

松本 龍一

井上 嗣仁

辻本 一義

上野 昌也

植田 豊賞

栢本 義臣

野村 正勝

笠原隆之助

木村 芳樹

岩本 洋子

菅沼 清高

長

員

員

員

員

員

員

員

員

員

員

員

員委副

委

委

委

委

委

委

委

委

委

委

委

。支援をしている大阪ネクス トRCが創立1周年を迎え、新世代らしいさわゃかな周年記念例

会を開催しました。地区からは近藤パス ト・ガバナーほか、ホス ト・クラブの東大阪RCと

千里RCか らは会長を始め多数が参加しました。

東京で開催されたRI会長主催会議でクラブが事例発表を行い、次年度の全国財団セミナー

でもクラブヘパネラーの要請がされるなど全国にもクラブの認知がされることとなってき

ました。

やがて、同種のクラブが名古屋、岐阜をテリトリーに3番 目として誕生します。

その先駆けとなった本委員会の目的は達成されつつありますが、引き続いて地区の精神的

サポー トの必要性を痛感しております。

・危機管理委員会は、さいわい開催すべき事例の発生はありません。

・新世代合同委員長会議は本来、地区の部門を越えた存在であるべきであり、また危機管理

委員会の位置づけも青少年部門にとどまらないものにすべきではと、今後の課題として提

言します。 (委員長私見)
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青少年活動委員会

【1】 ニコニコキャンプ
ホスト:大阪梅田RC

【2】 秋のライラ

ホスト:大阪なにわRC

【3】 春のライラ

ホスト:大阪南西RC

【4】 ライラワークショップ

ホスト:大阪咲洲RC

(大阪中央RC)

(箕面RC)

(大阪そねざきRC)

(枚方RC)

(池 田RC)

(大阪御堂筋RC)

(大阪中之島RC)

(大阪なにわRC)

(大阪南西RC)

(大阪咲洲RC)

(大阪梅田RC)

(大阪梅田東RC)

(吹田江坂RC)

(寝屋川RC)

(吹田江坂RC)

(大阪阿倍野RC)

(大阪北RC)

委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

井上 嗣仁

陶 柳之介

末田 良介

新庄 幸一

岸上 宏司

丸尾 照二

岡本 啓吾

餅野 法善

南  樹一

荒石義一郎

小川 泰彦

上野 晃裕

西上 博幸

辻本 容治

金馬 隆仁

二上 寛弘

植田 昌克

2008年 8月 1日 (金)～ 8月 3日 (日 )

。箕面市青少年教学の森野外活動センター

・72名の少年少女の参加
・ロータリアン343名 の登録

2008年 10月 11日 (土)～ 10月 13日 (月 )

。関西大学 高槻キャンパス
。初級116名 。上級5名 。ロータリアン登録409名

2009年 5月 3日 (日 )～ 5月 5日 (火 )

。大阪リバーサイドホテル

・初級88名の参加 。ロータリアン登録533名

2009年 5月 30日 (土 )

。相愛大学
。新型インフルエンザの為、中止

その他の特記事項

全体でチームライラ (ラ イラリアン)の育成に力を入れた。

一年間を振り返つて

まず第一に各行事へのロータリアンの登録に感謝しております。

地区予算が減る中、おかげ様で無事終え、ホッとしています。全体で300名 弱の若者にロ

ータリアンを意識してもらい今後の彼らの活動に期待したい。

心残 りはワークショップを中止せざるをえなかった事です。
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ローターアク ト委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

辻本 一義

津本 清次

吉岡  崇

中北  清

山村 安徳

梅澤喜八郎

山内 康俊

川上 富清

池田 佳弘

福室 忠正

西村  晋

(東大阪RC)

(大阪淀川RC)

(池 田RC)

(大阪南RC)

(東大阪東RC)

(東大阪西RC)

(大阪西RC)

(大阪住吉RC)

(大阪梅田RC)

(吹田RC)

(池 田くれはRC)

当委員会は、地区ローターアクトの活動を管理監督するのを任務としており、11名 の委員

によって構成している委員会により1年 を通じて活動を行った結果、結論としては、大過な

く予定通り会議・行事をこなすことができたと考えられます。

行った行事の項目を列挙すると次の通りです。

第1回 地区献血・連絡協議会 (7月 20日 ) ニコニコキャンプヘの参加 (8月 1日 ～3日 )

全国統一アクトの日 (9月 7日 ) 秋のライラヘの参加 (10月 11日 ～13日 )

海外研修 。マレーシア (10月 31日 ～11月 4日 ) 第2回 地区献血・連絡協議会 (2月 5日 )

第21回全国ローターアクト研修会 。長崎 (2月 21日 ～22日 )

春のライラヘの参加 (5月 3日 ～5日 ) 地区年次大会・梅田スカイビル (5月 31日 )

リーダーシップフォーラム ・新人研修会 (6月 14日 )

その他、創立40周年記念式典が大阪南RAC、 大阪北RAC、 大阪RAC、 守口RAC、 創立35

周年記念式典が茨木RAC、 創立15周 年記念式典が大阪梅田RAC、 創立lo周 年記念式典が大

阪中央RACで、それぞれ挙行されました。

また会議は、地区役員会は毎月第2・ 第4木曜日、北 。中 。南の各ゾーン会長会が毎月1回、

ガバナー事務所で予定通 り行われました。

マレーシアヘの海外研修では、コタキナバルで孤児院の慰問や海岸の清掃などを現地

RACと 共同で行い、国際奉仕と国際親善の成果をあげました。

その他特記事項

地区ローターアク トの事業として毎年2回行っている献血運動が評価され7月 31日 に厚生労

働大臣より感謝状を受けました。

いずれの行事、会議とも熱心に活発に実行され、ローターアクターにとって多くの経験を

積んだ有意義な一年でありました。

12



インターアク ト委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

上野

大戸

田中

田中

松岡

谷野

廣内

昌也 (大阪RC)

道彦 (大阪住吉RC)

康正 (八尾RC)

啓之 (大東RC)

一郎 (大阪RC)

清孝 (大阪阪南RC)

謙 (大阪南RC)

今年度インターアク トクラブでは、 “Make Dreams Real''に沿って、社会奉仕および国際理解の

拡張を目指 し活動を行いました。

1.タ イ海外研修

8月 6日 から3泊 5日 の日程で、相愛中学・高等学校が担当し、タイ3330・ 3350地 区IACを インターア

クター、顧間、ロータリアンの総勢48名 で訪問しました。研修の主な目的は、タイの文化および生活

に触れ、インターアク トの主旨の一つである国際理解を深めるというものでした。

1日 目は現地の小学校を訪問 しマ ングローブの植樹 を行い、環境保護に取 り組みました。その後現

地インターアクターとの交流会では花笠音頭やタイ舞踊を披露 し合い交流を深め、また「眼鏡寄贈プ

ロジェク ト」の一環 として日本から1200本の眼鏡フレームを届けました。

2日 目はタイの主要産業を知ることを目的にミタポン砂糖工場 を訪問しました。夜 はタイのインタ

ーアクターおよび現地 日本人高校の生徒たちとの交流会を開き、メジョ大学のアコム教授による王室

プロジェク トの講義を受けました。

最終 日はタイのインターアクターたちと椰子砂糖工場や水上マーケットを見学 しました。 とても親

切にしていただいた現地インターアクター、ロータリアンとの別れを惜 しみつつ、無事帰路につ きま

した。

インターアクター、ロータリアン共に相互理解や世界 との友情を育むことができ、大変有意義な研

修であったと思います。

2.イ ンターアク トクラブ年次大会

9月 28日 に八尾金光中学校・高校にて「できることからはじめよう一Clean the stream― 」 と題 し

て年次大会を開催 しました。横山G、 井上PGを はじめ、地元の環境啓発団体アクアフレンズの皆 さん

など総勢140名が参加 しました。

各校 インターアクター代表か ら、募金や清掃活動、献血キャンペーンなど各校の活動報告を行いま

した。続いて、アクアフレンズの美濃原代表世話人より、「水の流れを追って～玉串川 とコップー杯

の水から見えて くること～」 という演題でお話をいただきました。午後か らは、玉串川に生息する生

き物の見学 と水質調査方法の実験を行い、魚に適 した環境について学びました。その後、実際に玉串

川に出向き、清掃活動 とメダカの放流をしました。

インターアク トクラブの活動が、地域の美 しい文化 と自然を理解できる青少年育成の一助 となるこ

とを願っています。

3.活動誌「SCRUM#34」 の発行

IACの活動誌SCRUM#34が 09年 1月 に発行 されました。1年 間の活動状況を40ペ ージ位にまとめた

もので、行事の概要をはじめインターアクターたちの感想 も多数掲載されています。今年度は浪速中

学・高等学校でまとめていただきました。

4.新入生歓迎会 (中止 )

09年 5月 31日 に、金光八尾中学・高等学校が担当し、大畑山青少年野外活動センターにてIAC新入生

歓迎会が行われる予定で したが、同月、神戸 。大阪の高校生を中心に新型インフルエンザの国内感染

が確認されたため、拡大予防措置 として急邊中止いたしました。

13



青少年交換委員会 委 員 長 植田 豊賓

岡田 俊作

吉野 正史

泉  博朗

田邊 和宏

金本恒二郎

小林 博隆

角谷 真枝

(箕面中央RC)

(大阪本町RC)

(大阪天満橋RC)

(大阪住吉RC)

(大阪西南RC)

(大阪天王寺RC)

(大阪梅田RC)

(茨木西RC)

長

員

員

員

員

員

員

員委副

委

委

委

委

委

委

高校生の一年間の長期交換を派遣受入れそれぞれ6名実施した。

委員会活動としては、派遣学生に対するオリエンテーション7回 、および来日学生に対す

るオリエンテーション5回 および研修旅行 (広 島の平和記念公園での千羽鶴奉納と白馬山で

のスキー研修)、 ROTEX主催の日本文化体験会や日本語スピーチコンテス ト、クリスマス

会などを行った。

委員会活動としては上記の催しやイベントもさることながら、交換学生に日々実りがあり、

思い出深い生活をさせることが本来の目的であり、その中にこそ青少年交換プログラムの意

義があると考えているので、彼らの生活が安全で快適な環境にあるかどうか、ホス トファミ

リーや学校との関係、言語習得の状況あるいは交友関係についてなど常に把握したうえで、

問題があればすぐに対処し解決に努めた。具体的に表面に現れないがこのような活動が委員

会活動の中で一番大きな部分であり重大な業務であると考える。

その他特記事項

ホストファミリーバンクの設立

会員の減少や高齢化のためにホス トファミリーの確保が難しくなり、プログラムに参加

するクラブが減る傾向にあるので、地区全体から来日学生を受け入れていただくホス トフ

ァミリーを募り、地区事務局に登録していただく「ホス トファミリーバンク」を設立した。

一年間を振り返って

本年は派遣受け入れともに過去十数年来の少人数になり、東京に次 ぐ会員を擁 し歴史もあ

る大阪を中心 とするD2660と しては、はなはだ肩身の狭い思いであった。

日本国内で青少年交換プログラムのリーダー的役割を果たしてきた当地区としては今後青

少年交換活動を大いに拡大するために、地区のロータリアンとガバナーはじめ地区執行部の

皆様の理解をよリー層深める努力が必要である。

青少年奉仕活動の中で短期間の海外 との交流やイベントヘの参加が行われているが、海外

旅行がこれほどポピユラーになった今 日、ロータリークラブしか行っていない長期交換にも

っと力をいれるべきだと思う。

一年間という長期にわたる外国での生活は思った以上につらく厳しい生活を強いられるも

日
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のである。

残念ながら、交換学生がすべてのロータリアンと顔をあわせたり、交流する機会はあまり

ないが、ホス トファミリーや現地での友達、地域の人々との日々の生活での本音のぶつかり

合いこそがプログラムに参加した世界中の子供たちを大きく成長させていることを是非とも

理解願いたい。これが「子育てプログラム」といわれる所以である。

元RI会長のステンハマー氏がこのようなコメントを残されている。

「全世界の高校生がRIの青少年交換プログラムに参加すれば地球上から戦争は無くなる。」

まさに名言であり、青少年交換プログラムの目標として心に刻みたい。

ロ

派遣学生 来日学生

氏 名 スポンサークラブ 派遣国 氏 名 出身国 ホストクラブ

神田実菜子 摂津RC アメリカ Jahi Bernard アメリカ 摂津RC

中川 奈美 高槻西RC スイス Celine Progin スイス 高槻西RC

岩佐和音子 大阪心斎橋RC ドイツ Patricia Wendt ドイツ 大阪心斎橋RC

片渕 綾乃 大阪天王寺RC フランス Anthony Orran フランス 大阪天王寺RC

柴山  渡 大阪本町RC カナダ Aubrey Fox アメリカ 大阪天満橋RC

照井 愛子 茨木西RC オーストラリア Beatrix Goodrick オーストラリア 茨木西RC
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国際奉仕部門

国際奉仕 O WCS委員会 快玄 (大阪北梅田RC)

和孝 (大阪東淀ちゃやまちRC)

澄子 (守 ロイブニングRC)

清彦 (大阪大淀RC)

智雄 (香里園RC)

辰弘 (吹田西RC)

秀 (大阪西南RC)

照明 (豊 中RC)

佳昭 (東大阪西RC)

委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

青山

戸田

小林

浅井

西郁

大藤

石田

古澤

谷村

例年開催している年2回 のクラブ委員長会議で、ケーススタデイにより啓発をしています。

それによって、本年度は地区内86ク ラブの95%以上のクラブが国際奉仕プロジェクトを実施

いたしました。

当初の予算65000ド ルの補助金もそれを上回るほどの申請を受けながら、中間で誰も予想

できなかった世界経済の情勢悪化により、WFの枯渇という事態になりました。そして、申

請が却下された4ク ラブには大変申し訳のない結果になってしまいました。 (プ ロジェクト

をキヤッシュのみの範囲で実施されたクラブもあるようです)

地区のプロジェクトとしては国際飢餓対策機構と協力しながら移動式学習プログラムを2

セット寄贈することができました。

財団人道的補助金委員会との合同委員会を実施し密なる連携を持ち、申請書の厳正なる審

査を行いました。

最後に、地区内86ク ラブが次年度以降の国際奉仕プロジェクトを計画される時の指針の1

つにしていただくため、ベ トナム・カンボジア・タイヘ視察旅行の実施をいたしました。

在日本ベ トナム総領事館と現地日本大使館、またカンボジアではPSCの西日三千恵さん (2004

-2005年 度ロータリー財団国際親善奨学生)、 タイでは、第3350地 区、WCS委員長他にも

多くの方の協力を得て、たくさんのヒントを持ち帰りました。結果は、報告書として隔月に

86ク ラブに配信したニュースレター最終版に掲載いたしました。

I
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ロータリー財団部門

ロータリー財団委員会 委 員 長 (大阪鶴見RC)

(八尾中央RC)

(大阪城南RC)

(箕面中央RC)

(吹田西RC)

(大阪中央RC)

佐藤

福家

津和

野村

栢本

辻川

俊一

宏

章雅

正勝

義臣

功一

長

員

員

員

員

員委副

委

委

委

委

1.08～ 09年 度地区協議会

それぞれの財団担当委員長はサブリーダーとしてロータリー財団活動の内容を次年度ク

ラブ財団委員長に紹介 し、「みんなの財団」という意識をもってもらった。

2.地区財団セ ミナーの開催

地域財団セ ミナーに出席 して得た新 しい財団の情報を4部 門財団委員長より参加 したク

ラブ会長・幹事 。財団委員長に伝達 した。同時に財団のプログラムの多様性を理解 してい

ただくようロスアンジェルス国際大会に参加 した財団学友より帰朝報告を行なった。

一人も参加 しないクラブがあったことは残念であった。

3.ク ラブ財団委員長会議

クラブ財団委員長の出席のもと主として財団の寄付金についてIMご とにガバナー補佐

を中心にテーブルディスカッションを行なった。

4.財団月間での卓話者の紹介

地区より多数の財団関係者、財団学友の卓話派遣を行なった。

5。 地区大会部門別分科会

国際奉仕・財団部門では世界平和フェローの奥平章子氏 と国際ロータリー財団管理委員

の田中作次氏を招聘 し、多様な財団プログラムの紹介と質疑応答により、財団の理解を参

加者に深めていただいた。特に田中氏より、「未来の財団夢計画」の詳細な説明があった。

6.財団学友の集い

地区大会終了後、財団学友、関係ロータリアンが多数参加 し、昨年に引き続 き懇親と交

流を深めた。このことで、フランスGSEチ ームの来日に際し、通訳や音楽演奏などの協力

が得 られた。

7.09～ 10年 度のためのシェアー会議

DDFの配分についてのシェアー会議を開催 し、次年度活動資金についての協議を行な

った。特にポリオの寄付の増額と今後の財団プログラムの変更にどのように対処するか2

回の会議で議論された。

一年間を振り返って

本年度の財団委員会委員長にとっては三年間を振 り返ってということになろう。

地区財団委員長の任期は規則により3年 間とさだめられている一方、DLPの ながれとして

地区の委員長は一年任期となっているので活動の継続性と一貫性を保つためやはり地区財団

委員長の役割は重要であるとあらためて感じたしだいである。

4委員会の会合に全て出席することは難しかったが、事務局員の資料提供により情報確認

には努めたつもりである。

ロータリーの多様なプログラムが末端の会員にまで充分伝達 。理解されているとはいえな

い状況にあるようで、それは発信側に問題が在るのか受信側に問題が在るのか、今後の検討

すべき課題である。
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財団情報・増進委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

津和 章雅

吉岡 康雄

長谷川龍司

百済 洋一

大竹洋一郎

西田 末彦

川田  隆

(大阪城南RC)

(大阪西北RC)

(豊 中南RC)

(東大阪中央RC)

(Fl真RC)

(大阪中之島RC)

(八尾RC)

財団の他委員会と連携を密にして、R財 団情報を各クラブに提供 し、財団活動に対する理

解 と寄付の増進に努めた。年次寄付、大口寄付 と共にポリオ撲滅の1億 ドルのチャレンジ、

Rカ ー ド加入を特に訴えた。

1 委員会を3回 ガバナー事務所で開催 した。

第1回  8月 6日 (水)16:00～ 地区財団セミナーの準備打合せ

第2回  10月 8日 (水)16:00～  クラブR財団委員長会議の準備打合せ

第3回  2009年 2月 4日 (水)16:00～ 次年度計画他

2 地区財団セミナー

8月 30日 (土 )9:30～  ヴィアーレ大阪

各クラブ会長、幹事、財団委員長を対象者に約240名 の出席で開催され、ポリオ撲滅
への寄付 とRカ ー ド説明と保有促進を依頼 した。

3 クラブR財 団委員長会議

10月 25日 (土 )13:30～ エルおおさか

横山G他 102名 の出席のもとで、寄付状況の報告、Rカ ー ド加入依頼をした。

4 地区大会財団部門分科会

12月 12日 (金)15:30～ 大阪国際会議場

Rカ ー ド説明資料を配布した。

5 R財団月間での卓話

クラブからの依頼により下記のとお り行った。

11月 4日 (火) 大阪東南RC
ll月 10日 (月 ) 大阪西RC
ll月 13日 (木) 大阪天満橋RC
ll月 17日 (月 ) 東大阪中央RC

6 シェアー会議、新旧委員長会議出席

2009年 2月 12日 (木 )15:00～
その他特記事項

年次寄付 510,543ド ル (2009年 4月 末現在、会員4,075名 で平均125.3ド ル)

大口寄付 目標1名 に対し4名

ポリオ撲滅1億 ドルのチャレンジ 86,000ド ルロ標に対 し90,302ド ル (6月 24日 現在 )

Rカ ー ド保有者 85名 (4月 末現在、2008年 5月 末より12名増加 )

一年間を振り返って

多くの機会に寄付をお願いしたが、ご協力いただきほぼ目標を達成できたことに感謝したい。

181:



財団奨学金・学友委員会 (吹田西RC)

(東大阪RC)

(大 阪北RC)

(茨木 RC)

(大阪フレンドRC)

(吹田RC)

(豊 中一大阪国際空港RC)

(大阪東RC)

(東大阪東RC)

(茨木東RC)

委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

栢本 義臣

山下 勝弘

河野員一郎

簡  仁一

高田 利美

河内 幸枝

道満  隆

入船 禎三

北埜  登

岡市 正規

1.2010～ 2011年 度 奨学生候補者に対 し3回 のオリエンテーションを行 う。

第1回  2008年 9月 6日 (土)   薬業年金会館 オリエンテーション・歓迎会

PSC主催 財団奨学生歓迎会・帰国報告会

第2回  2009年 3月 7日 (土)   京都伝統工芸大学校 講堂 オリエンテーション・

同大学校 若村 亮 講師の講話「日本 (京都)の伝統 と

工芸」・体験授業PSC主催懇親会・留学情報交換会

第3回 2009年 6月 27日 (土)   薬業年金会館 オリエンテーション・歓送会

ガバナー・ノミユー 松本 新太郎 送る言葉

R・ 財団委員長 佐藤 俊一 送るお祝いの詩吟

奨学生候補者 8名

文化研修生  1名

各々10分間のプレゼ ンテーション

各顧問ロータリアンより奨学生ヘ ー言

2.2009年 ～2010年 度派遣奨学生 8名 はそれぞれ (内 マルチ 2年 間 3名 )

フランス・アメリカ・スウェーデン・カナダに出発。留学中。勉学は勿

論国際親善にも当初の 目的を達成されるもの と期待する。単年度の奨学

生は間もな く帰国の予定。

3.2010年 ～2011年 度奨学生 2010年 ～2011年 度ロータリー財団国際親善奨学生8名 選出。

4.2009年 ～2010年 度 来 日財団国際親善奨学生は残念なが ら希望者無 し。

5.2008年 ～2009年度 受け入れ文化研修生

JUN,HYEA LIMさ ん (韓 国)

ホス トクラブ 東大阪東RC

YE,MICHELLE LI― JUNさ ん (台湾 )

ホス トクラブ 茨木RC

6.PSC(財 団学友)活動 奨学生候補者に対 しての支援。 (オ リエ ンテーション・PSC例 会・メーリングア ドレ

スを通 して。)奨学生の歓迎会・帰国奨学生の帰国歓迎会・忘年会・交

流会・財団月間での依頼されての卓話。

地区ホームページに「PSCだ より」の掲載。

7.会合  委員会 。地区財団セ ミナー・クラブ委員長会議・地区財団委員会 。国際大会での財団学友セ ミナー・

世界平和シンポジウム・財団学友の集い。

※ 1 奨学生候補者の受験申込者が減少 しているのは、受験資格のハー ドルが高 くなったものと思われる。

2 来 日財団国際親善奨学生の当地区において、希望者無 しは残念である。

3 急に奨学生候補者に対 してマルチ (2年 間)が中止に成ったのは如何なものか。

以上 今年度を終えるに当っての感想です。
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研究グループ交換委員会 (箕面中央RC)

(東大阪東RC)

(大阪RC)

(大阪難波RC)

(大阪イブニングRC)

(千里メイプルRC)

(大阪西RC)

(大阪北RC)

長

長

員

員

員

員

員

員

員
数

委

副

委

委

委

委

委

委

野村
」r:::52
匡:"則

吉川

小野

西野
虫 L
ノ千_L

田中

松崎

正勝

広江

邦英

佳彦

博子

億則

義久

浩一

フランス パリ郊外1770地区への2660地区からのGSEチームの派遣と1770地区からのGSEチームの

受け入れを行いました。

先ず前年度の2008年 5月 24日 にGSEチ ーム派遣団員の選考会が開催され、13名 の中から面接と和文

英訳のテス ト結果を基に、合格者4名 が決定されました。

11月 1日 に第1回 の受け入れ実行委員会を開催し、同時に派遣員候補者にも集まっていただきました。

ここではGSEプ ログラムの説明、受け入れに関する概略説明、受け入れプログラム作成までの流れを

説明いたしました。この時点で1770地区からの派遣団員の情報が入手できていませんでした。派遣団

員候補者には派遣までの流れを説明しました。2009年 1月 10日 に第2回実行委員会を開催 しました。

2008年 12月 末にやっとフランスからの派遣団員の情報が入 りこれを実行委員会のメンバーに送付し検

討をスター トしてもらいました。当地区の受け入れはIM8組を4つ のグループに分けIM3,4組が第一

週をIMl,2組が第二週、IM5,6組が第二週、IM7,8組が第四週担当となります。第3回 実行委員会

は2月 14日 に詳細スケジュール決定 。調整を行いました。ホス トファミリーオリエンテーションは2月

28日 に行いました。フランスからのスケジュールは2月 16日 にやっと入手、3月 1日 野村団長と派遣団

員4名 は関空からパリに飛び、3月 30日 無事、使命を終えフランスからのオネゲル団長と派遣団員4名

と共に関空に到着しました。3月 31日 にハイヤットリージェンシー大阪でフランス派遣団員の歓迎会

を行い4月 23日 同所で彼らの歓送会を終え、翌24日 関空から帰仏しました。今回は受け入れに必要な

派遣団員の情報が届 くのが遅 く地区委員会も昔労しましたが実行委員会の皆様には大変ご努力をいた

だき深 く感謝いたします。またホス トファミリーの皆様の心のこもったホスピタリテイーに深 くお礼

を申し上げます。

その他特記事項

2008年 10月 1日 締めで、2660地 区は2009-2010年 度にアメリカ・テキサス州5870地 区とGSE交換す

ることで両地区で文書を交換 した。受け入れは3月 27日 -4月 23日 、派遣は4月 23日 -5月 20日 となって

いる。

一年間を振り返って
入回はGSE委員長が派遣団員のリーダーと言うことと帰国がフランス派遣団員と同時と言うことで、

受け入れでは地区の委員の皆様に大変ご苦労をおかけする結果となりました。これは予想外のことで

した。しかし、一方で地区の広報委員の方からラジオ大阪でオネゲル団長と地区委員長・団長が共に

GSEについて語る機会をいただけたことは大変幸運でした。わが国では国際交流というと英語圏にな

りがちですが今回GSEと して地区で初めてフランスと研究交換できたことは私たちの目を欧州の中心

に引き付けた点で非常に大きな意義があったと思います。特にわが国では持続的発展という概念が十

分社会に浸透していませんが、欧州、特にフランスでは企業の中で、また市民の中に深 く浸透してい

ることを痛感しました。
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財団人道的補助金委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

辻川 功一

寺本美津子

山口 勝之

山本 雅昭

横井 憲二

太田 敏一

吉川 素三

家村 武志

(大阪中央RC)

(大阪そねざきRC)

(高槻東RC)

(大阪北RC)

(八尾RC)

(大阪西南RC)

(大阪東RC)

(吹田西RC)

財団人道的補助金委員会並びに補助金審査会が、第1回 2008年 7月 17日 、第2回  2008年

9月 18日 、第3回  2008年 11月 20日 、第4回 2009年 1月 15日 、第5回  2009年 3月 19日 、第6回

2009年 5月 21日 (財団人道的補助金委員会のみ)に行われました。DSGは 23件の申請に対し、

ほぼ総額$40,000、 MGに対するDDFは 10件 の申請に対し、総額約$47,600が使用されました。

多 くのクラブによる奉仕活動が、活発になり、各クラブとも自主的に活動が行えました。ま

た、各クラブに対する地区からの情報の提供も非常にスムーズにいきました。国際奉仕 。

WCS委員会並びに社会奉仕委員会の皆さんのご協力に感謝申し上げると共に、2660地 区ガ

バナー、地区財団委員長、副委員長のご指導に感謝いたします。また、各クラブの会員の皆

さん、ガバナー事務所の職員の方々の奉仕の精神に敬意を表します。

その他特記事項

世界的な未曾有の不況により、WFが不足し、4件のMGが次年度回しになりました。

一年間を振り返って

年度途中で、MGに対するTRFか らの援助が止まりましたが、管理委員会からの迅速な情

報により、未来に希望が持てたのが良かったと思います。

21



米山奨学部門

米山奨学委員会 委 員 長

副委員長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

笠原隆之助

村橋 義晃

北川  哲

磯田 郁子

石山  登

青木 達也

稲邑 清也

武島 秀吉

米田  猛

萩原  奨

(茨木RC)

(大阪中之島RC)

(大阪南RC)

(大阪東淀RC)

(大阪なにわRC)

(大阪西南RC)

(千里RC)

(大阪御堂筋RC)

(大阪西RC)

(大阪難波RC)

多くのロータリアンは「米山」の意義を理解して下さっていますが、中には何故、反日感

情の在る国の若人に援助をするのか ? 「米山」委員会の会計に疑間が在る～

等々の無理解からくる質問が残っています。私たちは事あるごとに細かく説明し、こちら

からも出向き説明をしてきました。100%の ご理解を得るのは無理かも知れません。

又、多 くのロータリアンが地区の仕事をすることに依って、よりRCの活動に深い理解が

得られると思われます。何年も何回も同じ人が地区の仕事をしないように切に希望します。

これは「米山」のカウンセラーにも言えることで是非一考をお願いしたく思いました。

その他特記事項

米山奨学委員会に対する特別寄付が一回10万円を超えるロータリアンに対し、そのクラブ

ヘ出向き例会場で会員の皆様に紹介するという事を続けました。私の御礼行脚に対して大変

感激され感謝されました。

一年間を振り返つて

各委員、ガバナー事務所のご協力を頂き心より感謝しております。

日本独自の「米山」が続 く事を願っております。
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地区大会実行委員会

委 員 長

副委員長

副委員長

幹  事

高橋亜紀央 (大阪中央RC)

壇 須寿雄 (大阪中央RC)

山田芙美江 (大阪そねざきRC)

笹木 秀雄 (大阪中央RC)

RI第2660地 区2008-09年 度地区大会を12月 12・ 13日 に「夢をかたちに」のテーマのもとに

開催しました。第1日 目は13時 30分 より大阪国際会議場において会長・幹事部門、職業奉仕

部門、新世代部門、国際奉仕部門、新入会員研修部門の各分科会と家族の集いを開催。そし

て17時 30分よリリーガロイヤルホテルにおいてRI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会を開催しました。

第2日 目は13時 30分 より大阪国際会議場メインホールにおいて本会議。15時 30分 より佐藤し

のぶ氏のソプラノリサイタル「子供たちへの愛を歌に込めて」を開催しました。

RI会長代理の南園義一様より国際ロータリーの現状報告と地区会員へD.K.Lee RI会長から

のメッセージを頂きました。また南園様より「この大会ほどお互いに理解しあった会合はな

かった」とのご感想も頂きました。

地区大会の開催にあたり横山ガバナーからは「参加して楽しく、感動が得られる地区大会」

を指示されました。本大会は映像と音響を駆使しSIMPLE oSMART oSPEEDYを モットー

に企画・運営 。進行に努めました。国際会議場大ホールの客席 (2,200人収容)がほぼ埋まり、

参加者の満足度の高いプログラム構成だったと思います。

その他特記事項

「地区大会記録」を5月 に発刊しました。

一年間を振り返つて

準備期間中は紆余曲折を経ながらの厳 しい2年 間でしたが、当日はどの会場 も最後までほ

ぼ満席で、安堵と喜びに包まれました。「今までの地区大会のあり方やイメージを打破する」

と言葉にするのは簡単でも、イメージを形にするのは難作業でした。それゆえ成功裏に終え

た事は皆様のご協力 と友情のおかげだと感謝しています。
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ロータリーの友

地区委員  益田 照夫 (大 阪中央RC)

活動報告

ロータリーの友委員は地区ガバナーの代理として地区とロータリーの友委員会との橋渡し

の役があります。地区からの情報と委員会からの意思、情報がスムーズにやり取 りされるよ

うに努めます。具体的には年間5回、東京の常任委員会にガバナー代理として出席して、様々

な問題を討議します。又毎月の「ロータリーの友」に対して、読書レポー トを提出します。

地区からの報告としては「地区の紹介ページ」の作成、地区大会の報告等、様々な活動を雑

誌に掲載される原稿の形で作成いたします。

この、地区委員は最初に考えていたより結構ハー ドな役 日であったように思います。おか

げで、今まで漠然とした認識しかなかった、「ロータリーの友」誌への理解、意識が深まり、

ロータリアンとして大変意義ある経験が出来た1年であったと思ってお ります。

地区内の会員の皆様が「ロータリーの友」への理解を高める様な企画を実施するまでには

至りませんでしたが、地区の委員会や卓話依頼のあったクラブ様には出向いて、委員会の現

状やら、「ロータリーの友」の利用の意義など自分なりにお話出来た事は良かったと思って

おります。

また、地区紹介のページ作成にあたり、多 くのクラブ様から原稿を頂きました。紙面の関

係で全て記事にすることは出来ませんでしたが、皆様のご協力に感謝いたします。

1年 間様々な、今まで体験することの無かった経験をさせて頂く事で、「ロータリーの奉仕」

への視野、見方が変わったと感じています。このような機会を与えていただいた、横山ガバ

ナーに感謝しますとともに、ご協力いただいたロータリアンの皆様にも合わせてお礼申し上

げます。有難うございました。

24



地区財務委員会

員

員

計

委

委

会

高谷

北野

西口

晋介 (大阪西南RC)

紀之 (池 田RC)

宗宏 (大阪中央RC)

会員数が減少する傾向にある状況下、今年度も引き続き、緊縮予算案を提示させて頂きま

した。これに併せて、地区活動全般について内容を見直していくことを基本として予算を策

定し、予算の硬直化の回避および単年度黒字化へ向けて目標を設定し、運営して参りました。

また、地区財政基盤の安定を確保するため、地区基金の取崩しを避けるよう努力して参 りま

した。

本年度の決算の概要は、以下の通 りです。

(1)一般会計

「地区運営資金」については、会員数4千名で予算を組んでお りましたが、会員数の若

千の増加により収入増加 となりました。また、RI助 成金についても同様に少し増加 しまし

た。地区協議会残金および月信購読料収入などの雑収入もあり、収入が増える結果となり

ました。特に、地区協議会については、昨年度の地区大会での決議により、各クラブの負

担金が,会員数29人以下のクラブは10万 円、会員数30人以上のクラブは12万 円に減額 とな

りましたが、それにもかかわらず、地区協議会実行委員会 (大阪中央RC)と 地区幹事団

の努力により、2,002,900円 もの余剰金を地区運営資金に雑収入として繰 り入れることが出

来ました。一方で、支出に関しては、ホームページ及びコンピューター関連費用を見直し、

相当額を削減 した結果、ガバナー事務所経費全体を抑えることができ、この結果、収支差

額は、5,307,827円 の黒字を計上 しました。

「地区活動資金」については、会員数の若干の増加に伴い、収入が少し増加しました。

支出に関しては、各委員会委員長との事前の折衝により、活動内容、予算の両方を見直

し、支出を抑える努力をお願いいたしました。各委員会の皆様のご協力とご尽力に、敬意

と感謝を申し上げる次第です。これらの努力の結果、ほとんどの部門において、予算内の

運営ができました。ただ、地区活動に関しては、広報委員会が、マスコミを通じた広報活

動を開始したことに伴い、若千予備費を使わせて頂きました。職業奉仕部門についても、

冊子の配付につき、一部予備費を使用いたしました。しかし、最終的には、収支差額は、

891,212円 の黒字となりました。

緊縮予算ではあ りましたが、地区委員会の皆様のご協力のおかげで、地区運営資金 。地

区活動資金のいずれも黒字決算とすることができました。これにより、財政の健全化に寄

与することが出来たと考えてお ります。以上の結果、地区運営資金 。地区活動資金の合計

25



で、前年度末に比べて繰越金が6,199,039円 増え、地区運営資金では、26,190,425円 、地区

活動資金では、28,988,554円 の合計55,178,979円 が、次年度に繰 り越されることとなりまし

た。

(2)特別会計

① 地区大会会計については、昨年と同様、全員登録をお願いし、今年度地区資金と併せ

て実施して頂きました。ホストクラブならびに大会運営に尽力されました地区大会実行

委員会のご努力の結果、次年度繰越金として、7,833,885円 を残すことができました。

② 米山奨学生活動費は、財団法人米山記念奨学会からの補助金と会員からの登録料など

で運営され、収入合計は、3,046,055円 でした。1年間の活動の結果、剰余金5,407円 が残

りましたが、これは、財団法人に返還され、次年度繰越金はありません。

③ 世界社会奉仕基金は、今期は、クラブからの拠出金は、1,505,000円 でした。これに対

するプロジェクト資金としての支出が、874,102円 でした。収支差額631,539円 と前年度

からの繰越金1,604,219円 をあわせて、2,235,758円が、次年度に繰り越されました。

④ RI規定審議会派遣積立金は、本年度は規定審議会の開催がなく、400,000円 の繰入金

は次年度に繰り越されました (繰越金は、1,201,400円 となりました)。

⑤ 地区基金は、地区財政基盤の安定確保のための基金であり、前年度繰越金2千万円は、

地区本会計の普通預金口座に預けた状態で残しましたので、利息は計上していません。

以上の結果、特別会計3件 (地 区大会資金、世界社会奉仕基金、RI規定審議会派遣積立

金)の合計は、11,271,043円 となり、地区基金20,000,000円 との合計31,271,043円 が次年

度繰越金という結果になりました。

当初の予算では、単年度で赤字の予算を組んで、運営してまいりましたが、決算の結果は、

黒字を計上することができました。これは、予算策定の段階から、各委員会の皆様のご協力

により、活動内容の見直しと経費削減にご理解を賜 り、地区会員の皆様が結束して、ご尽力

下さった結果だと考えております。各委員会の皆様には、予算の範囲内での運用に、ご協力

下さいましたことに、深 く感謝申し上げます。

厳しい経済情勢と会員の減少が続 く中、今後さらに財政基盤を安定させるためには、会計

システムの継続性を保持することはもとより、地区活動全般について、予算面からも見直し

を続け、予算精度の向上を諮る必要があるものと考えます。
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2008～2009年度 国際ロータリー第2660地区

地区資金決算書

収入の部

支出の部

(学位:円)  収入の部

支出の部

科  目 予算額 実 績 備 考

1.地区資金 38,000.000 38.648.375

2.RI助 成金 2.000.000 2.288,434

3.雑収入 3,071,712

収入合計 40.000,000 44,008,521

科 目 予算額 実 績 備 考

1.地区資金 30,()00,000 30,511,875

2.地区広報基金振り戻し

収入合計 30,()00.000 30,511,875

(単位 :円 )

(単位 :円 )

科 目 予算額 実 績 備 考

A.負担金

1.ガバナー会 800,000 806.300

2.ロ ータリー文庫 1,200,000 1.209,450 内403,ⅨЮ円未払い

3.平和奨学生支援協力金 60,000 60,585

小  計 2,060.000 2,076,335

B.会議費

1.地 区チームLTS 70,000 63,0()0

2.会長エレクトTS 8(Ю ,000 1,164,012

3.地区合同委員会 1,0(X),0()0 1.045,290

4.財団セミナー 5(Ю ,000 547,075

5.DGPGGE会 議 500,∞0 445,715

6.G補佐・地区幹事会 識 000 2,100

7.GE国際協議会 730,000 730,000

8.予備費 1∞ ,0∞

小  計 3,750,000 3.997.192

C.ガバナー事務所費 29,504.(X)0 26,951,542 内訳別掲

D.ガバナー月信費 5,500,000 5,568,825

E.ガバナー補佐経費 300,000 16.800

F.直前DG記念品 1∞ ,αЮ 90,000

G.総予備費 1∞ .∞0

支出合計 41,374,(X)0 38,7(X),694

収支差額 -1,374,000 5.307,827

前年度繰越金 10,771,588 20,882.598

次年度繰越金 9,397.588 26,190,425

科  目 予算額 実  績 備 考

A.地区委員会活動費

1.DG指 名 (委 ) 50,000

2.意義ある業績賞 (委 ) 30,000

3.ク ラブ奉仕部門

クラブ奉仕・拡大増強(委 ) ∝Ю,0(Ю 579,847

広報 (委 ) 5∞,∝Ю

270,0(Ю

762,719

予備費使用

4.職業奉仕部門

職業奉仕 (委 ) 250,0(X)

220.5010

432.596

予備費使用

5。 社会奉仕部門

社会奉仕 (委 ) 5∞,000 72,875

6.青少年奉仕部門

新世代合同委員長会議 40,000

青少年活動 (委 ) 7.5(X),(X)0 7,495,450

ローターアクト (委 ) 5,160,(X)0 5,157,613

インターアクト (委 ) 2,230,000 2.225,791

青少年交換 (委 ) 5,800,000 5,799,480

7.国際奉仕部門

国際奉仕・WCS(委 ) 400,(X)0 330,838

8.ロ ータリー財団部門

ロータリー財団 (委 ) 3(X),(Ю 0 290,934

財団情報・増進 (委 ) 50,0()0 26,983

財団奨学金・学友 (委 ) 1,000,CЮ 0 734,029

研究グループ交換 (委 ) 2,350,000 2,036,539

財団人道的補助金(委 ) 1∞.0∞ 28,538

9.米山奨学部門

米山奨学 (委 ) 4CX).000 351,671

10.RI規定審議会派遣積立金 4CX).000 400,()00

11.RIJYEC維持協力金 4(X).000 402,400

12 予備費 1.200,000

-490,500 申請2件

小  計 29,260.000 27,128,303

B.RI会 長DG強調事業費

C.IM広 報活動補助金 2,400,000 2,4(X),000

D.研修委員会 200,000 92,360

支出合計 31,860,000 29,620,663

収支差額 -1,860,000 891,212

前年度繰越金 19,193.410 28,097,342

次年度繰越金 17,333,410 28,988,554

科  目 予算額 実 績 備  考

1.家賃・光熱費 4.500,000 4,372,960

2.給料・手当 17,325,0(X) 15,802,720

3.社会・労働保険料 2,079,000 1,934,142

4.コ ンピューター関係費用 400,0()0 143,990

5.DGGE交通会合費 6(X),(X)0 962,960

6.印刷費 1,4(X),000 1,423,900

7.交通通信費 1,5(X).000 1,217.243

8.文献費 1∞.0∞ 56,419

9.事務用品費 600,000 432,544

10.什器備品費 200,000 150,540

11.雑  費 500,000 454,124

12.予備費 300,000

合  計 29,504,000 26.951,542
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科 目 予算額 実 績 備 考

前年度繰越金 6,103,702 6,284,673

地区資金 20,000,000 20,545,000

地区大会会計ヘ 20,000,000 26,829,673

地区大会会計から戻入 7,833,885

次年度繰越金 7,833,885

※地区大会会計の詳細については地区大会記録集に収支計算書を掲載しており
ます。

2.米 山奨学生活動費

【収入の部】
(単位 :円 )

【支出の部】
(単 位 :円 )

3.世界社会奉仕基金

【収入の部】

4.RI規 定審議会派遣積立金

監査報告

私は、国際ロータリー第2660地 区の2008

～2009年度地区運営資金、地区活動資金およ

び特別会計について監査した結果、正確適正

であることを確認します。

2009年8月 7日

1.地区大会資金

【支出の部】

(単位 :円 )

′電篠ヽヽ 、

会計監査 な ん 維 呵 呵繹

(大阪西RC)

科 目 予算額 実 績 備 考

前年度繰越金 801,400

地区活動資金繰 り入れ 400,000 400,000

実際派遣事業

次年度繰越金 1,201,400 1,201,400

科 目 予算額 実  績 備 考

(財 )米山記念奨学会より 2,700,000 1,700,000

選考試験補助金 450,000

カウンセラー研修会補助金 140,000

ホームカミング補助費 250,000

レクリエ~ン ヨン登録料 395,000

米山奨学歓送会登録料 110,000

受取利息 1,055

収入合計 2,700,000 3,046,055

科 目 予算額 実  績 備 考

前年度繰越金 20,000,000 20,000,000

受取利息

利息を地区運営資金へ繰り入れ

次年度繰越金 20,000,000 20,000,000

科 目 予算額 実 績 備 考

米
山
活
動
費

レクリエーション 2,700,000 754,450

歓送会 840,205

オリエンテーション 515,604

ホームカミング 480,289

米山奨学会学友会支援 450,100

(財 )米山記念奨学会へ返金 5,407

支出合計 2,700,000 3.046,055

収支差額

前年度繰越金

次年度繰越金

科  目 予算額 実 績 備 考

クラブ拠出金 1,505,000

受取利息 641

収入合計 1,505,641

科  目 予算額 実 績 備 考

プロジェクト資金 874,102

送金手数料

支出合計 874,102

収支差額 631,539

前年度繰越金 1,081,382 1,604,219

次年度繰越金 1,081,382 2,235,758
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