
  
   人吉ＲＣ宮原和広会長 
 
 本日の例会は、ロータ

アクトと合同例会及び忘年会に

なっております。来週の例会が今

年最後の例会になります。 

「光陰 流水のごとし」と諺にあ

りますように、月日の過ぎ去るさ

まは水の流れの速いのと同じように、１年経

つのが非常に早く感じられます。 

 会長ノミニー、会長エレクト、そして会長

に就任して早６ヶ月になろうとしています。

先週の年次総会に於いて、渡辺会長ノミニー

が誕生し、次年度の役員・理事が決定しまし

た。本日、ＳＡＡの発表があり次年度の体制

が確立します。山賀会長エレクト、山賀丸が

いよいよ動き出しました。ご期待申し上げま

す。 

 12月２日、夫人の会が無事終わり、参加戴

きましたご夫人と会員の皆様に感謝申し上げ

ます。今回は12月が「家族月間」になってい

通  算  2 6 8 5回 

2 0 1 1年 1 2月 9 日 

第 22 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

ます。そして今年のＲＩ強調テーマが「家族

と絆」と言うことで会員の方にも参加戴き、

楽しい一夜を過ごすことが出来ました。皆さ

んありがとうございました。 

 ちなみに、本田ガバナーの言葉を引用しま

すと、ロータリーがそれぞれの地域で生ま

れ、育ち、家族と共に地域の人と人との絆に

よって成立しています。その絆が正しく確実

なものになれば、健康で住みやすい地域づく

りの目的を果たすことができるのです。ロー

タリーの原点は職業奉仕にあり、職業奉仕の

原点は家族です。「奉仕の心」を育む源で

す。と述べられています。皆さん家族との絆

を大切にして下さい。 

 12月３日、大分に於いてロータリー財団セ

ミナーが開催され、和田財団委員長、山賀会

長エレクト、中島ガバナー補佐、中川地区委

員の４名で出席して戴きました。後程、和田

財団委員長よりセミナーの報告があります。

義務出席の会長・幹事が所用で欠席し、申し

訳ありませんでした。 

 本日は忘年会のため、これで会長の時間を

終わります。 

     吉ＲＡＣ 鳥越悠介会長 

 人吉ローターアクトクラブ会

長の鳥越悠介です。人吉球磨車

輌で営業をしております。７月

会長就任致しまして早いもので

半年が経とうとしております。 

 今年度、新しい試みとしまして、『折り鶴

会』を発足しました。これは原爆で亡くなら

れた方々のご冥福を祈りながら、これからの

   １２月 家族月間 
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平和を願いつつ鶴を折り、現地に届けようとい

う試みであります。地道な活動ですが、継続し

て行こうと思っております。これからもロー

ターアクト活動へのご指導を宜しくお願い申し

上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。 

 

    馴田信治幹事 
 

【12月9日第10回臨時理事会承認事項】 

○会員候補の渕田秀雄氏の承認について→承認 

○人吉ＲＣ後援 カルチャーパレス自主文化事 

 業文化講演『渡辺陽一～平和と命の大切さ 

 ～』カルチャーパレスからの入場チケット販 

 売お願いの件→承認 

【連絡事項】 

・新年名刺交換会の案内 

   日 時；平成24年1月5日(木)18:30～ 

   場 所；ｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ平安 

   会 費；5,000円 

・2720地区本田ガバナーより 

①2011-2012年地区大会の案内 

    2012年3月9日(金） 

        3月10日(土)本会議9:30～16:30 

             クラブ間交流懇親会16:30～ 

②ロータリアン卓話ネットワークプログラム 

「2720地区ロータリー選任卓話者集団」への協 

 力御礼と名簿が届いております。 

・平成24年1月14日14:00～『渡辺陽一文化講演 

 会」ポスター掲示についてのお願い 

 

  ≪寄付の申し出≫ 
 

 安達玄一会員より、

娘 歌手天音美広の12月

7 日 付 け 全 国 Ｃ Ｄ デ

ビューを記念して米山

記念奨学会、Ｒ財団委

員会へご寄付がありま

した。  

 

     次年度ＳＡＡ委員長発表 

           山賀勝彦会長エレクト 

 先週の年次総会後、次年度理事による被選理

事会を開催し、満場一致で会場監督（ＳＡＡ委

員長）に鳥井正徳を推薦し、本人の承諾を得る

ことができましたのでご報告致します。どうぞ

宜しくお願い致します。 
 
        次年度鳥井正徳ＳＡＡ委員長 

 いろいろと１時間くらい話そう

かと思っていましたが、今日は忘

年会ですのでやめました。 

 しかし、ロータリー発展のため

に渋渋（笑）ではございますがお

引き受けし、頑張りたいと思います。皆様のご

協力を宜しくお願いします。 

 

    

  

【ローターアクト委員会】  平田フク委員 

 12月の人吉ＲＡＣ第２例会の案内です。 

12月16日(金)の午後７時より人吉市紺屋町（横

西町）“創菜畑ひがし”にて忘年会例会を行い

ます。出席の方は13日(火）までに青木副委員

長まで申し込んで下さい。 

 

【Ｒ財団委員会】     和田栄司委員長 
 
 2011-2012年度ロータリー財団セミナー報告 

  日時；平成23年12月3日(土曜日) 

  会場；大分県教育会館多目的ホール 

  出席者；４名 

(中島博之ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･中川貴夫地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ委

員･山賀勝彦会長ｴﾚｸﾄ･和田栄司R財団委員長） 

 
  
ロータリー財団セミナー 

１）｢未来の夢計画について｣と題して2750地区  

  高橋茂樹士による講演がありました。 

２）地区活動報告は 地区補助金委員会 

          国際親善奨学金委員会 

          財団学友委員会 

          GSE委員会 

  の４委員会の報告がありました。 

３）ロータリー財団地域セミナー報告と３部門 

  による、講演と報告がありました。 

内容； 

１｢未来の夢計画について｣ 

 講演された高橋氏は2750地区東京世田谷ロー

タリークラブ所属で、2750地区は東京、グァ

ム、サイパン、と国際色豊かな地区だそうで

す。その中で現在、地区財団副委員長(研修、

情報、広報担当)をされておられます。 

講演の内容は、 

１.なぜ、ロ―タリーは新しく生まれ変わるの 

  でしょうか？ 

全体からいうと 

Ａ，運営をもっと簡素化する必要がある。 

Ｂ，もっと世界のニーズに適応した奉仕活動に 

   焦点を当てる。 

Ｃ，ロータリー財団をもっと身近に思えるよ 

  うになってほしい。 

Ｄ，ロータリーをもっと広報する必要があ  

 る。 

２.補助金に関してゆうと・・・ 

Ａ，近年マッチンググラントの申請が急増し 

  てきた。 

Ｂ，今ある１４のプログラムが多すぎて、申 

  請等も分かりにくく、使い勝手が悪い。 



Ｃ，小さなプロジェクトが多いため経費が嵩 

    んでしまう。 

Ｄ，あまり持続性のあるプロジェクトが行わ 

    れていない。 

では財団はどのように変わるのか、変わらな

いのか？ 

１) 皆様からのロータリー財団への寄付は？               

    従来道理です 

２) ｼｪｱ・ｼｽﾃﾑによる年次寄付の配分は？     

  従来道理WF50％DDF50％です 

３) DDFの補助金の使い方が変わります。 

＊DG(新地区補助金、最大で50％)、（新地区

補助金は3年前の年次寄付の25％が最大です。

例えば3年前の年次寄付額が50万ドルだとする

と新地区補助金の額は125000ドルとなりま

す。) 

 Ａ.世界中のどこの国でも使うことができ 

   ます。 

 Ｂ.グローバル補助金の対象となる6つの重 

   点分野を除く、プロジェクトに使用で 

   きます。 

 Ｃ.地区の裁量で補助金額等を決めること 

   ができます。 

 Ｄ.新地区補助金（ＤＧ）はこうなります。 

      

１.ＤＧの申請は、地区として1本にまとめて

前年度末にＴＲＦに提出しなければなりませ

んので、クラブからは前年度の２月～５月を

目標にプロジェクトを申請してください。 

２.地区の補助金委員会でチェックをし、まと

めて一覧表を作成し、ＴＲＦに申請します。 

３.ＤＧの予算額には限度がありますので、予

算額に達した時点で締め切りとなります。(先

着順で受け付け) 

４.補助金の支給額は、その年度によって一定

の基準が設けられますので、事前に各クラブ

に連絡します。 

５.補助金に支給は、９月前後にＴＲＦより一

括して地区に振り込まれてきますので、その

後に各クラブが指定した口座に振り込むこと

になります。 

６.報告書は今まで通り５月末日までにプロ

ジェクトを完了し、遅くとも６月中に提出し

ていただきます。 

＊GG(グローバル補助金、最小でDDFの50％)、 

Ａ.６つの重点分野が対象となります。 

  ６つの重点分野とは・・・ 

   平和と紛争予防/紛争解決 

   疾病予防と治療 

   水と衛生設備 

   母子の保健 

   基本的教育と識字率向上 

   経済と地域社会の発展 

Ｂ.ＷＦからのマッチングが受けられます。 

Ｃ.従来どうりロータリー財団で管理されま 

  す。 

Ｄ.グローバル補助金（ＧＧ）はこうなりま 

  す。 

１.グローバル補助金は３年前の年次寄付の 

 25％＋恒久基金の運用益＋前年度からの繰 

 越金となります。 

２.グローバル補助金は、６つの重点分野に属 

 するプロジェクトであること、また、持続 

 的で測定可能なプロジェクトであることが 

 前提になります。 

３.グローバル補助金を申請する際には、その 

 前に提案書を提出しなければなりません。 

 提出に際しては、必ず地区の補助金委員会 

 を通していただきます。提案書が了承さ 

 れ、その後に申請書を提出します。 

４.クラブがプライマリーとなって同時に行う 

 ことができるグローバル補助金を使ったプ 

 ロジェクトの件数は、10件までです。 

５.グローバル補助金は、地区からの補助金に 

 加えて、従来のマッチング・グラントのよ 

 うにＷＦからの補助金がつくものです。 

６.グローバル補助金のＷＦからの補助金の最 

 低額が15,000ドルとなっていますので、今 

 までのマッチング・グラントと比較して、 

 大きめなプロジェクトを行うことになりま 

 す。最低3万ドル以上となります。(クラブ 

 拠出金に対しては1：0.5、ＤＤＦに対して 

 は１：１) 

７.グローバル補助金を利用した場合は、年度 

 をまたいでもＯＫですが、1年ごとの中間報 

 告書を提出しなければなりません。 

４）今までのプログラムはどうなるのか？ 

Ａ.ロータリー平和フェローシップとポリオ 

 プラスは今まで通り独立したプログラムと 

 して継続されます。この場合、両プログラ 

 ムへの拠出金は、ＤＤＦから拠出されま 

 す。 

Ｂ.国際親善奨学金はなくなり、新たに地区独 

 自で取り決めた新地区資金を充てた奨学金 

 制度とグローバル補助金を充てた奨学金制 

 度が始まります。 

Ｃ.ＧＳＥ（研究グループ交換）はなくなり、 

 新たにＶＴＴ(職業訓練チーム)が始まりま 

 す。この場合６つの重点分野に属するか否 

 かでＤＧかＧＧかのどちらかが使われま 

 す。 

                  以上 

未来の夢計画の準備委員会の設置 

地区補助金の検討  マッチング・グラント

の検討  国際親善奨学生の検討 

ＧＳＣの検討などが今からの課題です。 



【ニコニコ箱委員会】   有馬宏昭委員長 

・安達玄一会員 娘、天音美広が12月7日付で 

 ＣＤの販売において全国デビューをしまし 

 た。地元の宣伝部長を目指していますので 

 応援を宜しくお願いします。    5,000 

・中川貴夫会員 鳥井会員のＳＡＡ委員長就 

 任、おめでとうございます。鳥越ＲＡＣ会 

 長をはじめＲＡＣのみなさん、ようこそい 

 らっしゃいました。頑張りましょう!! 

 天音美広さんようこそいらっしゃいまし 

 た。               2,000 

・有馬宏昭会員 ○鳥井会員、ＳＡＡ委員長 

 就任おめでとうございます。○天音美広さ 

 んようこそ。第三の夢が叶いますようお祈 

 り申し上げます。         2,000 

・忘年会全員スマイル他会員     63,000 

 ニコニコ･ごめんねカード12/9合計72,000 

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

人吉ＲＣ夫人の会より 

    ～ワインと音楽の夕べ～ 

   12月2日(金)19時～あゆの里２階 

       

  ご報告とお礼 

         夫人の会 宮原益子会長 

 今年の夫人の会は会員の方共々４０名のご

参加でありました。今回はＲＩ強調事項の中

にあります「絆の輪」を特に掲げてありまし

たので、会員のご参加もお願いしましたこと

何卒ご理解下さい。会員、夫人の皆様が盛り

上げて下さいましたお陰で、夜の一時を和や

かに楽しく過ごすことができました。 

 会は、ワインの産出国に添って音楽が流れ

ていくコラボレーション形式で進行いたしま

した。塚本会員様には娘と友人の音楽に上手

く掛合いながらワインを出して頂き、ありが

とうございました。ご出席頂きました皆様の

ご協力により、無事終了致しましたことに心

より感謝を申し上げましてお礼の言葉とさせ

て頂きます。 

 

 

 
  進行；親睦 戸高克彦委員長・水野虎彦委員 

  

 
 

  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

 天音美広さん小ステージ 

カラオケ大会 

親睦委員鳥越会員による手品 

カラオケ大会優勝 

 漆野会員 

ジャンケン大会 

◇閉会 山賀勝彦会長エレクト 

 本日お誕生日 

 小林清市会員 
手に手つないで 

   元気なアクトの皆さん！ 

◇乾杯 伊久美パスト会長 

◇お楽しみアトラクション 

◇会長挨拶 宮原和広会長 

本日はローターアクトと合同忘年会です。 

親睦委員会の方で楽しい企画が計画されてい

るようですので、一年間の垢を落として、ど

うぞごゆっくりご歓談下さい。 


