
1１月 ロータリー財団月間 

 

点 鐘             渡辺洋文会長 
 
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 坂井初男委員 

            国 歌  「君が代」 

            Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   平田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介       渡辺洋文会長 
 
 
   国際ﾛｰﾀﾘｰ第2720地区 

         幹事 岡本光雄 様(人吉中央RC) 

   地区大会実行委員長中尾 弘 様(人吉中央RC) 

 

            

       会長 渡辺洋文 
 

  ロータリー財団月間に寄せ

てのロン・Ｄ・バートンＲＩ

会長のメッセージがあります

ので、ご紹介いたします。 

  『ロータリアンは、世界の

さまざまな地域に住んでいま

す。外を歩けば貧困に苦しむ

人々をいつも目にする地域もあれば、そうした

人々を全く目にしない地域もあります。しか

し、私たちは皆、ロータリー財団の支援をもっ

て、ロータリーが人びとに支援を提供できるこ

とを強く信じています。 

 私は最近こんな動画を見ました。それは世界

食糧計画（WFP）が提供したビデオカメラを

使って撮影されたもので、ケニアのスラム街に

住む12歳の女の子、モリーを映したものでし

た。モリーは空腹がどんなに苦しいものかを語

り、子供たちに食べ物が与えられれば、学校で

も勉強に集中できるようになると話しました。

シンプルなことですが、モリーの地元ではなか

なか実現の難しいことでした。この動画を見た

とき、モリーのように空腹に苦しむ子どもたち

が、ほかにも何百万人といることを思いまし

た。私たちが行動するのを待っている人びと

が、大勢いるのです。私たちの財団、ロータ

リー財団を熱心に支援するのはこのためです。

新しい補助金をフルに活用すれば、子どもたち

が食べ物を求めてゴミをあさる必要がない、そ

んな世界が実現できるはずです。数百円の薬を

買うお金がないために命を落とす、水汲みに出

かけるために学校に通えない…こうした現状が

改善され、もっとよい世界を築くために支援が

できます。多くの課題があっても、力強い財団

を築けば、それらに取り組むことができます。

ロータリアン一人ひとりからの支援があれば、

増えゆくニーズに対応し、目標を高く掲げ、先

を見据えて活動する財団を築くことができま

す。本年度には、皆さま一人ひとりが持てる限

りの力をもって支援にご協力をいただけますよ

うお願いいたします。ロータリアン同士が声を

掛け合い、私たちの財団がなぜ重要であるかを

お話しください。実際に参加してもらい、皆さ

まと同じくらい、財団への関心を高めてもらう

ことです。モリーのような子供たちのために、

そして私たちの助けを待っているほか多くの人

びとのために、どうかご協力をお願いいたしま

す。』 

 来週はクラブ協議会となっております。 

 実行した計画の報告をしていただきたいと

思っています。１回で終らせたいと思いますの

で、出来るだけ簡潔にまとめて報告していただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 次年度会長の候補に関して、自選他薦共にご

ざいませんでしたので、人吉ロータリークラブ

細則第一条、第一節に基づき、指名委員会を立

ち上げ進めて行くことを承認頂きますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

通  算  2 7 7 4回 
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第 18 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 川越公弘委員 



    幹事 井手富浩 

 

【第５回定例理事会承認事項報告】  

①12月のロータリー家庭月間にあたり、ロータ 

 リー家族清掃活動への参加   

 [日時 12/1（日）9：00～11：00]をメーク 

 アップとするの件→ 承認   

②岩本パスト会長より大平パストガバナー時の 

 年次大会記念誌の中の「川上哲治氏の講演 

 録」を製本し、配布するの件→ 承認  

③タイ、アカ族識字率向上ボランティア「夢の 

 家」への寄付の件→ 事業のみ承認 

 

【連絡事項】 

①青井阿蘇神社宮司及び仝奉賛会長より「おく 

 んち祭合同反省会」の開催案内が届いており 

 ます。     

  日 時：H25 11/11（月）14：00～  

  場 所：青井神社参集殿 

   →渡辺会長へお渡しします。   

②人吉市教育長より「第60回記念人吉球磨総合 

  美展」についての御礼状が届いております。

③ニコニコ箱への寄付が減少しております。ニ 

 コニコ＋ロータリー財団、ニコニコ＋米山奨 

 学の様な形での寄付を是非宜しく御願いしま 

 す。      

【配布物】       

ガバナー事務局より2020年東京オリンピック招

致用バッジとパンフレットが届いております。 

全会員へ配布致します。    

【回覧物】      

指宿ＲＣの週報、人吉総合病院広報誌「翔」 

【例会変更・取止め】     

八代東RC11/14(木)→職場訪問例会の為、 

    場所「食事処 げんき屋」に変更  

指宿RC11/5(火)→夜の例会18：30～ 

         場所：いわさきホテル  

〃 11/19(火)→夜の例会18：30～ 

         場所：信州庵   

 

【来訪者より】 

    国際ﾛｰﾀﾘｰ第2720地区 

      地区大会のご案内 

          大会実行委員長 中尾 弘 

 大会委員長を仰せつかって

おります中尾です。本日は大

会プログラム等のご案内とご

協力のお願いに参りました。

人吉クラブの大会役員の皆様

にはお忙しい中、ご協力を頂いております。残

すところ126日、成功までもう少しのところに

来ております。どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

            地区幹事 岡本光雄 

 お世話になります。本日は地区大会実行委員

会組織の説明並びに案内に参りました。貴重な

時間を頂きありがとうございます。 

      （大会プログラムの説明） 

 クラブへの案内状.パンフレット等は今月20

日頃の発送予定です。これからもいろいろな形

で皆様方に役を担って頂くことになりますが、

その時はご協力のほど、どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

 

   委員長 戸高克彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクトクラブ】 委員長 安達玄一 

   １１月の人吉ＲＡＣ第１例会案内 

  日時；11月14日(木)午後７時30分～ 

  場所；立山商店 茶の蔵にて 

  内容；株と経済について 

     12/1ﾛｰﾀﾘｰ家族清掃活動について 

   皆様の参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】       委員長 村山能史 

本日の出席率 

会   員   数   64名    81.97% 

出 席 免 除  3名 10/25出席率 81.97％ 

欠 席 者 数  11名 補  填  数 11名 

出 席 者 数  50名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 堤正・尾方・大賀・高山・北・有馬・外山 

       上田・尾上・中村・渕田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 2730地区大会；有村・尾方  

 R財団･米山委員会家庭集会；堤正・和田・中島・赤池・岩本 

              延岡・宮原 

 地区米山記念奨学セミナー；伊久美 大阪地区研修ｾﾐﾅｰ；中川      

●７月～10月までの個人別出席率表を配布しま 

 した。例会出席率の向上をお願いします。          

１１月の誕生祝い １１月の誕生祝い   

 永尾禎規会員  ３日  愛甲 康会員 ５日 

 本田 節会員 10日  立山 茂会員 10日 

 片岡啓一会員  15日  板井英朗会員 16日 

 岡啓嗣郎会員  22日  水野虎彦会員  28日 

 尾上暢浩会員  29日  

 

 



 

【Ｒ財団委員会】 

      

        Ｒ財団月間卓話 

 

     委員長 延岡研一 

 今月はロータリー財団月間

です。皆様には年度当初から

一人当たり150ドルの寄付目標

達成をお願いしているところ

です。米山も含めて寄付寄付

とお願いばかりで恐縮です

が、どうぞよろしくお願いします。 

 今日は、ロータリー財団委員会の手引きから

ロータリー財団の補助金の部分を抜粋した資料

により簡単に説明します。補助金の種類は、地

区補助金、グローバル補助金、パッケージ補助

金の3種類です。地区補助金は地区が管理する

のでもっとも使いやすく、本年度は74クラブ中

32クラブが合計600万円を活用し事業を行って

います。グローバル補助金は会長の時間でビデ

オ紹介のあった事業が含まれるかと思います

が、プロジェクト予算が最低30,000㌦で持続可

能かつ測定可能な大規模事業が対象です。パッ

ケージ・グランドについてはクラブとしては、

ほぼ関係ないので資料をご一読ください。 

 来年1月25日に、地区の財団セミナーが開催

されます。次年度において地区補助金を申請す

るためには必修のセミナーです。鳥井会長エレ

クトはじめ、地区補助金を使っての事業展開を

考えてもいいと思う委員会がありましたらセミ

ナー参加をぜひお願いします。 

 くどいようですが、財団寄付どうぞよろしく

お願いします。 

 

        地区資金推進委員 和田栄司 

□資金推進委員会の役割 

 地区における財団への募金活動と、寄付者の 

 表彰や認証を管理・監督する。 

責務 

・募金目標の設定と、目標達成のためにクラブ 

 を援助し、アドバイスをする。 

・クラブと地区の募金活動を計 

 画する。 

・財団の募金の取組みについて 

 クラブに伝え、モチベーショ 

 ンを高め、アドバイスを 

 する。 

・地区で寄付者の感謝行事を企画する。 

・地区財団活動資金(DDF）の配分について助言 

 する。 

□補助金決定につき考えられる条件 

１.ルールを守らなかったクラブは外す（セミ 

  ナー不参加・ＭＯＵ未提出・提出期限を守 

   らない等） 

２.財団の使命に沿った事業か？（考え方によ 

  るので複数人数で検討） 

３.より多くのロータリアンが参加している 

  か？汗をかいているか（考え方によるので 

   複数人数で検討） 

４.申請額は総事業費の半分まで 

５.過去３年のＲ財団寄付金平均額を限度とす 

  る。あるいはその額の70～80％まで 

６.申請額の上限を決める（最高30万まで） 

７.それでも申請総額が地区補助金を超える場 

  合は範囲内まで一律カット 

８.飲食費は認めない 
 
授与と受諾の条件を満たしているか  

１.財団の使命に関連している 

  ロータリー財団の使命は、ロータリアンが 

   健康状態を改善し、教育への支援を高め、  

  貧困を救済することを通じて、世界理解、 

   親善、平和を達成できるようにすることで 

   す。 

２.ロータリアンが積極的に参加すること 

３.ロータリアンに利益がない事 
 
Ｒ財団日本事務局 清水氏の見解 

 地域のニーズに優先しているか 

 スポーツ大会は推奨しない（障害者は別） 

 継続事業はダメだが、相手先、行き先が変わ 

  れば良い 

 奨学金で３年間分はダメ 

 寄付だけではだめ 
 
第2750地区 

３年前の年次基金１人100㌦以上のクラブ 

 地区補助金上限5,000㌦ 

３年前の年次基金１人0.01～99.99㌦のクラブ   

  地区補助金上限4,000㌦ 

３年前の年次基金１人200㌦以上のクラブ  

  地区補助金上限6,000㌦ 

無資格････３年前の年次基金額が0のクラブ 
 
補助金審査基準優先順位 

①ルールを守らなかったところは除外 

②授与と受諾の条件に該当しているか？ 

１１月の結婚祝い １１月の結婚祝い   

 片岡啓一会員  １日  安達玄一会員 ２日 

 浅野 強会員 ２日   塚本哲也会員 ３日  

 馬場貞至会員 ３日  山口令二会員 ４日 

 釜田元嘉会員 ７日   尾方芳樹会員 11日 

 本田 節会員 11日  齊藤日早子会員11日 

 北昌二郎会員 18日  浦田繁喜会員 21日 

 堤 脩会員  23日   



【ニコニコ箱カード】   委員長 青木一幸 

・地区大会実行委員長 中尾様（人吉中央RC）  

 来年の3月15日～16日地区大会お世話になりま 

 す。                 

・地区大会幹事 岡本様（人吉中央RC） 

 来年３月の地区大会お世話になります。 

・渡辺会長 岡本幹事・中尾実行委員長、ご来 

 訪ありがとうございます。地区大会の成功を 

 祈念します。             

・井手幹事 人吉中央RC 岡本地区幹事、中尾 

 実行委員長、ご来訪ありがとうございます。 

 一緒に地区大会成功に向けて頑張ります。 

                    

・鳥井会員 地区大会実行委員長中尾弘様、大 

 会幹事岡本光雄様、地区大会の詳しい説明有 

 難うございました。大会の成功を心よりお祈 

 り致します。             

・釜田会員 地区幹事の岡本光雄様、地区大会 

 実行委員長の中尾弘様、ようこそお出で下さ 

 いました。              

・延岡会員 岡本様、中尾様、ようこそおいで 

 下さいました。地区大会成功に向け頑張りま 

 す。ロータリー財団寄付宜しくお願いしま 

 す。                 

・石蔵会員 10月ゴルフコンペにおきまして思 

 いもよらず初優勝を致しました。ありがとう 

 ございます。これで思い切ってドライバーを 

 買い換えます。            

・山口会員 結婚祝いありがとうございます。 

 おかげで結婚51年になります。よくここまで 

 もてたと思います。          

・板井会員 77回目の誕生祝をいただき、あり 

 がとうございました。         

・堤脩会員 結婚記念日の祝い有難うございま 

 した。                

・塚本会員 結婚祝頂きありがとうございまし 

 た。今年で15年になります。昨夜ささやかな 

 食事会をし、家内におごってもらいました。 

                    

・有村会員 早退します。        

 

【Ｒ財団カード】 

・中川会員 延岡財団委員長、和田パスト会 

 長、中島パスト会長、卓話ありがとうござい 

 ました。Ｒ財団に今年1人150㌦寄附目標だそ 

 うですので、達成したいと思い1/3いたしま 

 す。                  

・延岡会員 ロータリー財団寄付宜しくお願い 

 します。               

 

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

 

③補助金額は事業費の50％以内 

④補助金額は過去３年のＲ財団への平均寄付額 

  を上限とする 

⑤補助金額の上限は１クラブ30万(ﾄﾞﾙ明示可) 

 まで 

岡村年度(2012-2013） 

人吉ＲＣ（会員数67名） 

 寄付総額8,860㌦ 

 ・年次寄付額8,664㌦ 

 ・使途指定寄付196㌦ 

 ・恒久基金0㌦ 

 人吉RC１人当り年次寄付額129㌦ 

 

     地区ポリオ･プラス委員長 中島博之 

 地区のポリオプラス委員長を

委嘱されましたのが12年12月で

した。４月と７月に会議はあり

ましたが12～13年度のポリオプ

ラス委員会の活動方針などは日

本ロータリーポリオプラス委員

会なるものがあって、その委員

長から指示があるものと思っていましたが、何

の文書１枚来ていませんので報告することはあ

りません 

 と、延岡財団委員長さんに申したところでし

た。赤山ガバナー年度になった７月19日の財団

部門会議ではロータリーが30年間取り組んでき

たポリオ撲滅作戦９９％まで達成・・残りあと

少し（３か国）となったことは皆さん理解され

ています。１億ドル目標は、昨年度まで３ヶ年

計画で各クラブ1000ドルのポリオ寄付を要請さ

れ、それを達成してきましたが、撲滅には至っ

ていませんことも皆さんご承知です。 

 私のところには何の連絡もありませんでした

が、クラブの会長さんには前年度並みのポリオ

寄付をお願いしますと依頼しておきましたが、

昨年度実績を見て驚きました。 

 約20数クラブしかポリオ寄付はありませんで

した。 

 財団寄付（個人で100ドルを150ドルに・・） 

 ポリオ寄付は大変なときを迎えています。

ロータリーの皆さんの意欲が薄れてきますと撲

滅に赤信号が灯るでしょう。 

 2013年６月の国際大会でゲイツ財団は2018年

までの５年間さらに寄付を続けると発表しまし

た。またロータリアンに更なる要請があるで

しょう 

 シリアという国でポリオが再発症したと報じ

られました。拡大しないことを願っています。  

 次次週、2720地区財団委員長が来訪されると

聞きました。きっと大きな要請依頼があるで

しょう。 

 皆さんと一緒によく聞きたいと思います。 


