
  
     宮原和広会長 
 

 今週は雪交じりの寒い日にな

りました。インフルエンザが流

行しておりますので皆さん身体

には十分気を付けてお過ごし下

さい。 

 １月13日と1月20日の２週に

亘り行いました３回目のクラブ協議会が無事

に終わりました。各委員長さんのご協力に感

謝申し上げます。 

 １月13日の会長の時間で触れましたが、本

日１月27日はロータリー創始者ポール・ハリ

ス氏の命日になっております。毎年この１月

27日を含む１週間を「追悼記念週間」とし、

物故ロータリアンの冥福を祈り、生前の貢献

を記念する週間となっています。 

 茲でポール・ハリス氏をはじめ、物故され

ました当クラブの先輩ロータリアンの功績を

思い、黙祷を捧げたいと思います。 

 

        ― 黙祷 ― 

 

 本日はポール・ハリスを偲び、ロータリー

発祥の話をしたいと思います。 

 ポール・ハリスは 1868年４月19日、米国

ウィスコンシン州ラシーズで生まれ、1947年

１月27日、78歳でご逝去されました。ポー

通  算  2 6 9 0回 

2 0 1 2年 1 月 2 7 日 

第 27 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 尾上暢浩副委員長 

ル・ハリスがロータ

リー誕生に関わった

のは1905年(明治38

年）２月23日、米国

イリノイ州のシカゴ

で弁護士のポール

P・ハリス・石炭商

のシルベスター・

シール、鉱山技師の

ガスターバスＥ・

ローア、洋服商のハイラム・ショーレーの４

人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの711

号室に於いて開かれた会合が世界最初のロー

タリークラブの第１回の会合とされていま

す。４人はお互いの事業あるいは職業上の結

び付きを通じて友好的交友関係を築き、仕事

の上での関係が友情の妨げになることはない

とポール・ハリスは言っています。この様な

交友関係を育むためには何らかのクラブを作

ることが一番良いという結論に達しました

が、ロータリークラブという名称はこの時点

では決められていませんでした。1905年３月

23日に第３回の会合がシルベスター・シール

の事務所で開催され、ポールの指名によって

初代会長にシルベスター・シールが就任し、

この日の会合で新クラブの名称が検討され、

ローテーションを取り決めて会合を開いてい

ることから、｢ロータリークラブ｣と名付けら

れました。「一人一業種制」と「定例の会

合」を原則にした職業人の親睦団体として、

ロータリークラブは発足しました。ちなみ

に、ポール・ハリスは1907年２月に会長に就

任しています。 

 その後、ポール・ハリスは1910年に全米

ロータリークラブ連合会会長就任、1912年連

合会会長を辞任、終身名誉会長に就任した

後、1926年までロータリー活動の表舞台には

登場していません。1926年３月17日にＲＩ名

１月ロータリー理解推進月間 

 

点 鐘            宮原和広会長 
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司会・進行  葉山稔洋プログラム委員長 
 

左から、ガスターバス E. ロー

ア、シルベスター・シール、ハイ

ラム E. ショーレー、 ポール P. 

ハリス 



誉会長としてロータリーの公式活動を再開して

おります。 

 今や、世界200以上の国と地域にひろがり

我々ロータリアンによって維持されています。

ポール・ハリスは人生を全うするまで、４人で

築き上げてきた「人道愛」を皆様はどのように

お考えでしょうか？ 

 追悼記念週間に当たっての会長の時間としま

す。 

 

    馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①2720地区本田ガバナーより「ガバナー月信」 

 原稿についてのお願い。テーマ「私とロータ 

 リー」月信３月号より順次収載 

②人吉市国際交流協会赤山武興会長より、第２ 

 回役員会の案内 

  日 時：平成24年2月9日(木)19時～ 

  議 題：青尐年派遣事業について 

  山田国際奉仕委員長へお渡しします。 

③熊本県栄養士会人吉支部より講演会の案内 

 講師 海軍料理研究家･管理栄養士 高森直史氏 

  日時：平成24年2月4日(土)10:00～12:00 

  場所：あさぎり町深田 せきれい館 

  入場料：500円 
【1月27日第12回持ち回り理事会承認事項】 

○会員候補者中村氏について→承認 

○環境保全委員会「九電の森ひとよし植樹」 

 3/3(土)参加者のメークアップについて 

 →承認 

○齊藤会員の出席免除願いについて→承認 

【回覧】 

玉名中央RC・熊本水前寺公園RC・多良木RC週報 
   

     

   岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境保全委員会】  延岡研一委員長 

 環境保全活動 植樹ボランティアについて 

 環境保全委員会より皆様にFAXでご案内を致し

ました通り、３月３日の土曜日に人吉市下永野

町・上戸越町の植林会場にて九州電力㈱が行う

植樹ボランティアへ地域の方と一緒に参加して

環境保全活動を実施します。会員ご家族や従業

員さんへ呼びかけて頂き、多くのご参加をお願

い申し上げます。 

 

【国際奉仕委員会】    山田仁法委員長 

 次週２月３日の例会後に旅行会社を交えた調

印式のための訪台説明会を行います。海外保険

をかけられるかたは安達会員から説明がありま

す。式典参加の皆様は出席を宜しくお願いしま

す。 

 

【親睦委員会】       水野虎彦委員 

      

 1月のゴルフ表彰 月のゴルフ表彰   11月月22 22 日チェリー日チェリーGG人吉ｺｰｽ人吉ｺｰｽ   

＊届け出欠席  

 北・馬場・戸高・岩本泰・有村・外山・宮山 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，山本 

＊メークアップ 

 宇土RC例会；中川 人吉RAC例会；武末･中島･立山  

    

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 浅野 強 78 11 67 

準優勝 北昌二郎 91 18 73 

３位 武末憲一 108 34 74 

４位 岩本泰典 91 15 76 

５位 中島博之 112 36 76 

ＢＢ 尾方芳樹 敢闘 浦田繁喜 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ②鳥井正徳   ⑫武末憲一 

  ⑮鳥越博治   ⑧北昌二郎  

ﾄﾞﾗｺﾝ  

６７歳以上 
⑤尾方芳樹 

⑯板井英朗 

６7歳未満 
⑤浅野 強 

⑯戸高克彦 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 岩本泰典 48・43・91 

６7歳未満 浅野 強  38・40・78 

本日の出席率 

会   員   数  67名   85.94% 

出 席 免 除 5名 1 / 13例会出席率  85.94％ 

欠 席 者 数 7名 補  填  数 4名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 92.19％ 

１月の誕生祝い １月の誕生祝い   

堤 脩 会員   １０日 延岡研一 会員 20日 

友永和宏 会員 22日 有馬宏昭 会員 ２6日 

村山能史 会員 31日  

                      １月の結婚記念祝い１月の結婚記念祝い 

有馬宏昭 会員 13日 鳥井正徳会員  16日 

高山征治 会員 17日 青木一幸会員  23日 

小林祐介 会員 29日  



【Ｒ情報委員会】      和田栄司委員 

 

  ロータリー理解推進月間卓話  

 

 ロータリー財団の新地区補助金について 

 ロータリーの補助金の使い道については財

団の研修報告のときに話しましたが、３年前

の年次寄付のうち半分が地区に返金されると

の話はいたしましたので、ご記憶のことと思

いますが、その半分、すなわち1/4が新地区補

助金として使用できると話しました。 

 そこで新地区補助金のうち、私たちが実施

可能なプロジェクトについて尐し考えてみた

いと思います。 

 

新地区補助金の要約 
奉仕プロジェクト(service projects)  

 地元や海外のプロジェクトの支援、ボラン

ティア奉仕のための渡航費、災害救援などに

使用できます。 

奨学金（Scholarships） 

 レベル(大学、大学院)、期間、専攻分野に

関する制約はありません。国内の大学を対象

とするかどうか、あるいは奨学金の授与額は

地区の裁量です。未来の夢計画では指定校制

度はありません。奨学生は自分の希望する大

学で研究することができます。また、カウン

セラーについては、ロータリー財団の制度上

としてはなくなりましたので、地区あるいは

クラブ同士で要請することになります。 

職業研修チーム 

（Vocational Training Teams） 

 海外で指導したり、研修を受けたりする職

業研修チームを派遣します。地元における職

業研修も可です。参加者の資格要件、職業研

修チームの構成人数、研修期間などは地区が

独自に決定できます。Exchangeで無くなった

ので、派遣だけでも受け入れだけでも実施す

ることができます。 

 以上のようなプロジェクトに使用すること

ができます。ではその業務の流れを見てみま

すと、 

新地区補助金の申請 

 地区は、新地区補助金を１ロータリー年度

につき１度申請することができます。地区は

申請書とともに使用計画を提出しなければな

らないため、申請書を提出する前に、新地区

補助金でどのような活動を支援するか決定す

る必要があります。地区ガバナー、地区ロー

タリー財団委員長、ならびに地区補助金小委

員長が、オンラインで申請書を提出します。

財団は、申請書をいつでも受け付けています

が、年度開始とともに資金を受け取ることが

できるよう、新しいロータリー年度が始まる

前の年度内に申請書を提出するように地区に

奨励しています。 

新地区補助金の支払い 

 地区には、承認された金額の新地区補助金

が一括で支給されます。新地区補助金の支給

が行なわれるのは、ロータリー年度の７月１

日～５月15日の間のみです。新たな支払が行

われる前に、これまでの新地区補助金すべて

か集結している必要があります。 

最終報告 

 地区には、補助金を受け取ってから12カ月

以内、または補助金支出後２カ月以内に財団

に最終報告書を提出することが義務付けられ

ています。最終報告書には、補助金を使用し

た活動の一覧を記入する必要があります。ま

た、報告書は地区が提出した使用計画書と同

じ形式で提出しなければなりません。 

結論 

 以上が新地区補助金の流れですが、人吉

ロータリークラブについて考えてみますと、

人吉ロータリークラブで実行できるプロジェ

クトは奉仕プロジェクトと、奨学金のプロ

ジェクトが実行可能ではないかと思います。  

 何かプロジェクトを考える組織を次年度の

会長ノミニ－に組織していただき、対策を考

えなければいけないのではないかと考えてい

ます。現組織の中では次年度のプロジェクト

を考えるのは難しいと思いますし、次年度の

ことを現会長のもとで実行するのには抵抗も

あると考えます。ですから、今からは、会長

ノミニ‐に自分の年度の行事を考えていただ

いて、自分の年度が来たら即実行できるよう

な体制を作る必要があるのではないかと思い

ます。別に補助金の事業にかかわらず、自分

の年度のことを考える良い時間が生まれるの

ではないでしょうか。 

 また、人吉ロータリークラブでは卖独では

できないプロジェクトにも、よそのクラブの

プロジェクトの応援参加を考えることも良い

のではないでしょうか。たとえば、熊本单

ロータリークラブの、タイに学校を作るプロ

ジェクトに参加する等。以前、大久保パスト

会長が考えておられた、韓国慶山ロータリー

クラブとの、合同の奨学生の交流などを、こ

の補助金を使って交流ができればいいのにと

も思います。もちろん人吉には大学校があり

ませんので、人吉に呼ぶことはできません

が、熊本市内のロータリークラブにカウンセ

ラーをお願いして、奨学生のお世話をしてい

ただくクラブとの三角関係のプロジェクトな

どもどうでしょうか。 

 



【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員 

・堤 正博会員 先日、フジテレビ系の放送 

 で、香港の大富豪ゴードン･ウーさんの報道 

 があり、その際奥様が手に持たれていた酒 

 が我社の一升瓶“繊月”でした。その事が 

 昨日人吉新聞に出ましたのでスマイルしま 

 す。               5,000 

・浅野 強会員 ゴルフ表彰ありがとうござい 

 ました。久しぶりに70台が出ました。次は 

 パープレーを目指して頑張ります。 2,000 

・堤 脩会員 誕生祝いを頂きました。有難う 

 ございました。          2,000 

・有馬宏昭会員 結婚誕生お祝いを頂きまし 

 てありがとうございます。お陰様で結婚21 

 年、55歳となりました。      2,000 

・鳥井正徳会員 40うん回目の結婚祝いを有 

 難うございました。金婚目指して今しばら 

 くがんばります。         1,000 

・高山征治会員 結婚記念日、家内共々忘れ 

 ていました。ありがとうございました。 

 早退します。           1,000 

・友永和宏会員 手術の為早退します。2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード1/27 合計15,000 

 

【Ｒ財団カード】 

・和田栄司会員 片岡会員、マルチプルPHFお 

 めでとうございます。       ＄20 

・宮原和広会長 和田パスト会長、Ｒ情報と 

 Ｒ財団関連卓話ありがとうございました。 

 片岡パスト会長、マルチプルＰＨＦの受賞 

 おめでとうございます。      ＄20 

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 

 

 

  歴史に残る1ページ 

     「ロータリー年度」の由来 

 

 ロータリー年度は、なぜ7月1日に始まるのかと、

疑問に感じたことはありませんか。これは、毎年開

催される国際大会に、その由縁があります。 

 ロータリーの最初の会計年度は、第1回大会が

終了した翌日、1910年8月18日に始まりました。翌

年度も同様に、国際大会の日程に合わせ、8月21

日開始となっています。 

 さらに翌年の1912年8月、理事会が当時の国際

ロータリー・クラブ連合会の会計監査を依頼した

際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって、大

会に向けた財務報告を準備し、クラブ代議員の数

を決定できるよう、会計年度の最終日は6月30日に

するのがよいとの提案を会計士から受けました。 

 執行委員会はこれに同意し、1913年4月の会合

で、6月30日を会計年度最終日と定めました。この

決定に伴い、クラブ会員数の報告と支払いに関

する期日のほか、「ザ・ロータリアン」誌の巻番号シ

ステム（1914年7月の第5巻より開始）もまた変更さ

れました。 

ロータリーはその後、1917年まで、7月または8月に

年次大会を開催していましたが、1916年大会（米

国、シンシナティ）での代議員が、夏場の暑さを考

慮し、大会を6月に開催する決議案を採択しまし

た。これにより、次の大会となるアトランタ大会は6月

17～21日に開催されました。 

 「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営

年度を示す用語として、1913年から使用されている

ようです。同年7月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終

わりに近づきつつある本ロータリー年度は、クラブが

容易に集結できるよう、充実したクラブ合同会合が

行われた一年でした」と記されています。 

記事：Susan Hanf、Jason Lamb   

国際ロータリー・ニュース：2011年7月13日   

 

                ロータリー情報委員会 

２月の例会予定 

2/3 12：30～ 結婚誕生祝い 新入会員卓話 

2/10 12：30～ 第2回テーブルミーティング  

2/17 12：30～ 卓話予定  

2/24 12：30～ ＲＩ創立記念卓話 

     ２月の行事及び会合 

2/9(木) 人吉市国際交流協会役員会 市役所19時～ 

2/11(土) 
人吉市市制70周年記念式典 

カルチャーパレス13時～ 

2/18(土)～19(日) 
地区クラブ研修リーダー育成セミナー 

熊本市 菊单ユウベルホテル 

2/18(土)～20(月) 
台北稻江ＲＣ創立25周年式典、第3次姉妹ク

ラブ締結調印式（2/19）のため訪台 

2/19(日) ひとよし春風マラソン大会 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ね下さい 

    2012-13年度RIテーマ【発表】 

 

16日に行われた2012年国際協議

会の開会本会議で、田中作次RI

会長エレクトが次年度のRIテー

マを発表し、「奉仕を通じて平

和を」築いていくよう、ロータ

リーの次期地区ガバナーに呼び

かけました。  


