
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「我等の生業」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ： 「 自 己 紹 介 」　多田羅　秀之　会員

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お客様：
％

第2660地区R財団委員会

資金推進小委員長 岩佐嘉昭様（東大阪RC） 米山奨学生　シュ ツァイ ティンさん

10月21日

出　席　率

次週のお知らせ

出席規定免除者数

欠　席　者　数

卓話 ： 「 半期報告 」　会長・幹事・会計・SAA・各委員長

･12/2㈬  卓話：「半期報告」会長･幹事･会計･SAA･各委員長 10

15 18：00～20：00 ホテル･アゴーラ大阪守口 3F平安の間

11

出　席　者　数

27 ･11/30㈪ 2020-2021年度第3組 第二回会長幹事会 庵谷･大和田

11

会　員　数

修正出席率

79.16

･12/9㈬  　　　ク　リ　ス　マ　ス　例　会　        　 

79.16

60.00

2

会長幹事会13：00～13：45　本会議14：00～17：30　

･12/12㈯ 　 地区大会　(ﾎｽﾄ茨木RC) ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ大阪　　　　  

･1/6㈬  卓話：「　会長年頭挨拶 ・ 年男年女所感　」　 　
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

　RI会長 ホルガー・クナーク

■会長：庵谷和宏　 ■幹事：大和田雅江　■会報委員長：荒金正之　

 2020～2021年度

1079 11 182

 国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは機会の扉を開く

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1.真実かどうか

2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか

出 席 報 告 お知らせ

Daito Chuo Osaka Japan



・本日の卓話岩佐様よろしくお願いいたします。　吉村会員

・岩佐様ようこそお越し頂きました｡本日卓話を楽しみにしております｡勉強します｡

　荒金・荒矢・大東・川西・岡橋・庵谷　各会員

・本日地区R財団委員長岩佐様卓話よろしくお願いします。大和田会員

・これからがんばります。　寺田会員

・ロータリー財団岩佐様ようこそ寒くなりましたね。　住川会員

・大川進一郎様、我ロータリークラブの発足に御尽力有難うございました。

　ご冥福をお祈り致します。　糸川会員

・クリスマス例会無事に行われることを願って。　清水会員

・吉村委員長宜しくお願い致します。　岡野会員

・早退のお詫び。　北田会員

・コロナ負けないよう皆様ご自愛下さい！！　白川会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庵谷　和宏

皆様、こんにちは

本日は、うれしいお知らせがございます。

大東中央ロータリークラブが、

２０１９－２０２０年度会長特別賞（プラチナ賞）

簡　仁一　ガバナーと、三好　千代子　地区大会委員長から御案内を頂きました。

表彰式は､１２月１２日（土）の１３時３０分から､大阪国際会議場にて行われます。

本件は、住川会長年度に対する表彰ですので、表彰登壇者は住川前会長に

お願いしております｡皆様も出来ましたら御出席頂けます様宜しくお願い致します。

さて、続いてはテレビ会議についてお話しさせて頂きます。

先日、皆様にこの例会にテレビ会議で参加出来ないかとのアンケートをしましたが、

なかなか難しいと言う結果となりました。

しかし、現状新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染状況は、なかなか終息する気配が見られません。

結果として、以前の様に長期間例会が開催出来なくなる事も考えられますので

このまま何も対策を立てない訳にも参りません。

そこで、再度テレビ会議でこの例会に参加する事を御検討頂けないかと

ＺＯＯＭでの実演をご覧頂こうとパソコンとスマホを繋いで持参して来ました。

とここまでは良かったのですが、先程から上手く使えません。

実際には会社で専門家に準備してもらったので、自身の知識では扱えませんでした。

引き続き、本件については、自分も勉強し、皆さんにご覧頂こうと思っております。

また、その時には皆さんのスマホを繋げるように準備して参ります。

以上、会長の時間でした。

当　日　計 ¥49,000

¥255,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　大和田　雅江

理事会報告 2020年11月11日　11：30～12：30　ホテル阪奈　例会場

出席者　庵谷､住川､北田､森原、白川、荒金、大東､荒矢､吉村、清水、岡橋､大和田

1、会長挨拶

2、各委員会　報告

 ①国際奉仕委員会　吉村委員長

・ロータリー財団月間　寄付＄200以上 (21000円以上) 11月ﾚｰﾄ104円

・本日の卓話　（講師：地区R財団 資金推進小委員長 岩佐嘉昭 氏）

・米山梅吉記念館100円募金×会員27名 合計2,700円 国際奉仕予算より捻出 承認

 ②青少年奉仕委員会　荒金委員長

・ＩＭ3組ロータリーデー3月6日の進行状況　承認

・地区大会12月12日の進行状況　

 ③親睦委員会　清水委員長

・クリスマス例会について　予算承認

 ④指名委員会　森原会長エレクト　次年度理事･役員承認

 ⑤会員増強委員会　住川委員長　

・会員1名増強（1月入会）

 ⑥北田会計　10月度会計報告　承認　　　　

 ⑦職業奉仕委員会　荒矢委員長

・地区職業奉仕委員会へ卓話講師依頼中　1月20日(水)｢月間に因んで｣卓話予定

 ⑧住川直前会長

・12/12(土)地区大会にてロータリー会長特別賞（プラチナ賞）受賞

3、幹事報告

 ①地区委員会出向者選出について

 ②大川進一郎氏　訃報　

4、その他

・事務局員11/27(金)有給休暇取得

5、閉会 米山奨学金授与

例会前に先日、お亡くなりになりました大川進一郎氏へ　～ 黙祷 ～

西垣会員からご挨拶

2020～2021年度 11月度理事会 議事録
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●））先週の卓話（（●

｢ 財 団 寄 付 と 認 証 ｣

第2660地区　ロータリー財団委員会 

資金推進小委員会

委員長　　岩佐　嘉昭　氏

大東中央ロータリークラブの皆さんこんにちは！　財団月間の卓話ということでお
呼び頂きまして有難うございます｡私は地区ロータリー財団委員会 資金推進を担当
しております、東大阪ロータリークラブの岩佐嘉昭でございます。　
資金推進といえば綺麗なのですが、地区財団委員会の中で唯一、お金集めの責任者
であります｡　本日は大東中央ロータリークラブの皆様方に財団寄付に関する､より
一層のご理解を賜りますようお話を致します。どうぞ宜しくお願い致します。

まず､当地区の財団委員会が掲げております寄付目標額ですが例年通り､年次基金寄
付／会員１人あたり ＄１５０以上､ポリオプラス基金寄付／会員1人あたり ＄５０
以上、そして恒久基金寄付として　各クラブベネファクター(＄１．０００)として
１会員以上(クラブ)であります。
大東中央ＲＣさんの実績は、2017-18年次基金＄１５２、ポリオ＄５０、
　　　　　　　　　　　　　2018-19年次基金＄１１９、ポリオ＄３７、
 　　　　　　　　　　　　 2019-20年次基金＄１３７、ポリオ＄４４でした。
この３年度はベネファクターもお１人出しておられます。有難うございます。
そのご寄付に対しては､公益財団法人ロータリー日本財団から税制上の優遇措置(所
得控除または税制控除）があります。
財団寄付の分類としては､年次基金寄付･ポリオプラス･恒久基金寄付･ロータリー災
害救援基金があります。オンラインによる寄付につきましては､My Rotaryをご参照
ください｡財団寄付の認証につきましても皆様方がご自分でMy Rotaryからご覧頂け
ます。次にＲＩＤ２６６０財団資金配分状況(地区で使用可能なＤＤＦ)収入としま
しては､年次基金寄付３年前の５０％､恒久基金からは使用可能な収益の５０％、前
年度からの繰入額です。支出であります寄贈分野は､ポリオプラス(追加含む)､ロー
タリー平和センター、クラブ奉仕活動のための補助金（地区補助金・グローバル補
助金）があります。そしてグローバル奨学生への支援があります。
そして安定的な私たちの奉仕活動のためにポール･ハリス･ソサエティ(ＰＨＳ)とい
う制度があります｡
これにつきましては､入会を宣言→入会承認→年度内に＄１，０００を寄付する。
この寄付につきましては､＄１，０００を一括でも勿論結構ですが､分割で可能です。
私の場合には、当クラブの前期年会費と同じタイミングで年次基金寄付＄１５０、
ポリオ＄５０を寄付していますから合計＄２００です。あと、＄８００を年度末ま
でに４回に分けて払い込みます。　クレジット登録をして、毎月＄８４の引き落と
す方法もあります。
このポール･ハリス･ソサエティ(ＰＨＳ)の分も通常の＄１，０００のたびに、ポー
ル･ハリス･フェロー(ＰＨＦ)に加算されていきます｡今年度の年次基金寄付は､３年
後の2023－24年度に５０％の金額が地区に戻ります。今年度に３０人の入会者を増
やすことができたならば､＄１，０００×３０人＝＄３０，０００(ﾚｰﾄ105円として)
３，１５０，０００円、その５０％の１，５７５，０００円が地区に戻ります。
今後の私たちの素晴らしい奉仕活動をより充実させる意味で、皆様方のご理解とご
協力をお願いする次第です。本日卓話に使用しましたＰＰＴをたびたびご覧いただ
き、今までより皆様の知識と想いを向上させていただければ幸いです。
日本国内34地区、その中でも注目されている第2660地区です。
ロータリアンとしての誇りにかけて、今後の為に財団寄付をどうぞよろしくお願い
致します。
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