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 １２月は、ロータリー家

族月間となっています。 

 去る７日、ロータリー家

族月間に合わせて行われま

したローターアクト主催の

清掃活動には、人吉中央Ｒ

Ｃ、多良木ＲＣも参加さ

れ、３３名の参加の下に実施されました。特に

人吉中央ＲＣからは１１名を超す会員の参加を

得ました。夫婦での参加、親子での参加もあり

ました。夫婦や親子での参加が増えれば更に家

族月間にふさわしい活動になると思ったところ

でした。 

 家族月間につきましては、ご存じの方もおら

れると思いますが、ロータリーハンドブックに

依りますと、１９９５年（平成７年）～９６年

のハーバード・ブラウンＲ１会長が、世界の平

和は地域・家族から始まるとの考えから、２月

の第２週を「家族週間」と指定することになり

ましたが、２００３年～４年のジョナサンマ

ジィアベ会長は、家族の重要性を主眼とした

ことを称え、１２月を「家族月間」と指定さ

れましたことが始まりで、家族月間となって

まだ１２年しかたっていないことになりま

す。その後、Ｒ１会長から家族月間について

その重要性と共に、いろいろな提言がなされ

ているところです。 

 ２００９～１０年のジョン・ケニーＲ１会

長は、「全てのロータリアンは、ロータリー

の家族の一員である。ロータリーの家族に

は、ロータリアンの配偶者や子供達、ロータ

リー財団プログラムの参加者や学友、私達の

仕事にかかわった人々や子供も含まれる。

ロータリー家族の最も若い世代は、ローター

アクト、インターアクトの会員である。」と

述べられ、更に「各々のクラブは、ロータリ

アン達とその家族が、バランスよく作用する

よう努めなければならない。家族と一緒に行

動することこそ、今日のロータリーが、より

強力な明日へのロータリーへと成長すること

が保証される」と指摘されています。 

 私は、家族月間については、家族の意味を

狭い範囲でしか捉えていませんでしたが、今

思うと恥ずかしく思います。私は、５年前

ロータリーに加入させていただいた時、ある

いは会長ノミニーに推薦いただいた時点で

は、「ロータリー家族」の意識はなく、家内

が猛反対したときには「お前には迷惑かけん

から」とか言って無理矢理説得したものでし

た。「ロータリー活動にかかわる者全てが、

ロータリー家族である」という認識に立った

のは正直いって会長になってからです。 

 「人は家族の中で育つ」とよく言われます

が、家族をロータリー家族と置き換えると、

我々はロータリー家族の一員として人間的に

も成長するとも言えそうに思います。 

 先日、夫人の集いが開催されましたが、家

内と有馬幹事の奥様はあちこち走り回った用



ですが、出来上がった写真を見て、家内が開口一

番、「皆さん表情がすばらしい」「思いやりのあ

る顔」「出しゃばった顔がない」「生き生きして

おられる」「笑顔がすてき・・」と声を上げまし

た。人吉ロータリーの会員の皆さんが、日頃いか

に家族（奥さん）を大切にしておられるかが想像

できました。「人生の深みとか、心のより所に

は、家庭、家族は、安定した対の関係から生まれ

る」とも言われます。 

 これを基本にしっかり捉えて、人吉ロータリー

家族会がますます充実発展していきますよう願っ

ています。 

 

 

  

       幹事 有馬宏昭 

 

【理事会の承認事項】 

①12月19日(金)の例会は「忘年会」のため18:30～ 

 あゆの里に変更、1月9日(金)の例会は「新年  

 会」のため18:30～あゆの里に変更、の承認 

②中川貴夫会員2015～2016地区ＲＬＩ委員に推薦 

 の承認(ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会) 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区ガバナー事務局より、  

 平成26年12月ガバナー月信を地区ホームページ 

 に掲載いたしました。閲覧くださいと案内が届 

 きました。 

②一般財団法人比国育英会バギオ基金より、2013 

 年度事業報告書と基金への寄付の依頼が届いて 

 います。→鳥井会長へ 

③人吉市東間小学校より、11月14日開催の「グ 

 リークラブ鑑賞会」実施の御礼が届いていま 

 す。→鳥井会長へ 

【回覧物】 

①阿蘇くまもと空港国際線振興協議会より熊本～ 

 高雄間定期チャーター便への参加協力依頼が届 

 いています。 

 期間：平成26年10月26日～平成27年３月27日 

 便数：週３便（火・金・日） 

②多良木ＲＣより週報が届いています。 

③指宿ＲＣより週報が届いています。 

【例会の変更及び取り止め】 

 例会取止め（クラブ定款に基づく） 

  12月24日(水)熊本東南ＲＣ  

  12月25日(木)熊本北ＲＣ              

  12月29日(月)熊本城東ＲＣ.熊本グリーンＲＣ    

  12月31日(水)熊本東南ＲＣ               

1月2日(金)熊本ＲＣ 慣例により休会 

1月5日(月)熊本城東ＲＣ、熊本グリーンＲＣ 

    →1月6日「新春合同例会」に変更 

1月7日(水)熊本東南ＲＣ 

    →1月6日「新春合同例会」に変更 

1月8日(木)熊本北ＲＣの例会 

      →1月6日「新春合同例会」に変更 

1月9日(金)熊本ＲＣの例会 

    →1月6日「新春合同例会」に変更 

宇城ＲＣ1/2 クラブ定款に基づき休会 

指宿ＲＣ12/16→クリスマス家族会のため 

       18:00より「いわさきホテル」 

 〃  12/23→祝日の為休会 

 〃  12/30→年末の為休会 

八代南ＲＣ1/6→1/7「八代４ＲＣ合同新年会」 

       18:30～セレクトロイヤル八代 

 

 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

    

 

    ― 次年度ＳＡＡ委員長発表 挨拶 ― 
      
           会長エレクト 延岡研一 

 先週の年次総会では、次年度役員・理事のご承

認をいただきありがとうございました。 

 人吉ロータリークラブ細則第１条第２節に基づ

き次年度理事による被選理事会を開催し、2015～

2016年度ＳＡＡ委員長に石蔵尚之会員を選任いた

しました。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

        次年度ＳＡＡ委員長 石蔵尚之 

 このたび、次年度ＳＡＡ委員長を

仰せつかりました。入会３年足ら

ず。最初はこれも勉強であり修練の

場だと思っておりましたが、果たし

てこの大役が務まるのか不安になっ

たところです。 

すでに皆さんご存じのことでしょうが、改めてＳ

ＡＡの意味を調べてみますと「武器を携えた軍

曹」。つまり鬼軍曹のイメージであり、私はその

対極にあるのではないかと益々心配になったとこ

ろです。しかし、大切な例会などを皆さんにとっ

て心地よい場所とすることだと考え微力ながら頑

本日の出席率 

会   員   数   64名   84.45% 

出 席 免 除  6名 11/28出席率 68.42% 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 11名 

出 席 者 数  49名 修 正 出 席 率 87.72% 

＊届け出欠席 大野・本田・小林清・竹長・永尾・大久保 

       堀川・尾上・武末 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

Ｒ研究会(日田)；中川    

家族月間ＲＡＣ合同清掃；葉山・平田・堀川・水野・馴田・武末 

            堤脩・山田 

人吉ＲＡＣ例会；片岡・有馬 



張る所存です。延岡次年度会長にはご心配をおか

けしないよう勉強して参りますので、今年度の山

田ＳＡＡ委員長をはじめ諸先輩のこれからのご指

導を宜しくお願い申し上げます。 
 

 

【雑誌委員会】 

    

  ロータリーの友 

   １２月号の紹介 

 

    

  紹介者 上田一精会員 

 

 

 こんにちは、肥後銀行の上田で

ございます。 

本日は、ロータリーの友の紹介を

致します。毎月のロータリーの友

は、どちらかと言うとボランティ

ア活動の心暖まる記事が多く、私

の様に欲深い男には、読んでると満腹中枢が刺激

され眠くなるようです。 

 さて、今月の友の６ページにロータリーとは、

という記事があります。ロータリーは、職業倫理

を重んずる実業家、専門職業人の集まりと定義さ

れ、２０世紀初頭のシカゴで社会的歪や商業道徳

の欠除、深刻化する社会問題を背景に発生した事

が記事になっております。日本のロータリーの歴

史も紹介されておりますのでご確認ください。 

 次に、２７ページに公益財団法人ロータリー日

本財団のバランスシートが掲載されております。

総資産三億円、自己資本２億６千万円、自己資本

比率８５％であります。次のページには、収支計

算書がありますが、年間１５億円の寄付金が集ま

り、大半が支払寄付金と奨学金に支出されており

ます。財務的には、寄付金を集め、寄付目的に

沿って寄付支出を行い、奨学制度に沿って奨学金

を支出している組織であります。因みに、寄付金

総額の８０％は、個人寄付金となっております。 

 その後は、心暖まる記事が続きまして、４２

ページに小さくなったクラブの規模と言う記事が

掲載されております。 

 日本全体のロータリアンが８万８千人、人吉球

磨の平成２２年の国政調査時点の人口が９万６千

人程度ですので、日本全体のロータリアンを集め

ても人吉球磨の人口には、及ばないということで

す。日本全体のロータリアンのピークは１３万人

ですので、３２%の落ち込みです。 

 一般的には、会員増強という発想に成ると思い

ます。 

 この記事で残念なのは、会員数が減少している

背景と要因の分析が無く、打開策が提起されてい

ない点です。 

社会的背景や経済環境は、国や地域で異なります

し、ロータリーの発生理由であった社会の歪や商

業道徳の欠除、社会的問題も国や地域によって大

きく異なるものと考えられます。 

 我々が住む人吉と言う地域にも地域の抱える課

題があるはずです。その課題に対して何が出来る

でしょうか、何をすべきでしょうか。世界には、

様々に民族、様々な国家が存在し、様々な人間が

生きて居ます。 

 そもそもロータリアンは、世界にどの様に分布

し、どの様な社会的課題を抱えているのでしょう

か。今回、ロータリーの友の紹介をさせていただ

くに際し、ロータリークラブとは を考える機会

と成りました。 

 願わくば、ロータリークラブが、単なるボラン

ティア団体と人々に認識されるのでは無く、高い

理想と高い理念に基づく各国、各地域の社会的課

題、その打開に寄与出来る寄与を通じた資金的支

援と情報発信を通じた価値観の高度化に寄与出来

る組織に成る事を祈念します。 

以上でロータリーの友紹介を終わります。 

 

【ロータリー財団委員会】 

           

      ロータリー財団卓話 

  

              委員長 宮原和広 

 

 本日はロータリー財団卓話とい

うことで、時間をいただきありが

とうございます。 

 本来ならば１１月のロータリー

財団月間にちなんで卓話をすべき

ところ、私の不手際で本日になり

ましたことをお詫び申し上げます。私自身、初め

ての財団委員長ですが、内容が複雑で且つ巾が広

く理解しがたい委員会だと思っています。 

 会員皆様にあたたかい寄付をお願いし、それが

財団の財源となり、全世界で運用活動されている

ということだけは認識しています。 

 それでは、どのような活動がされているのか一

部を動画で観ていただきます。最初の２本は広報

を兼ねたＣＭです。 

 

＜動画＞ 

１．ポリオまであと少し 

２．世界、地域で良いことをしよう 

３．ガーナで良いことを使用（水と衛生設備） 

４．ハイチ 母子の命を救う（母子の保健） 

 

今、観ていただいた動画は財団活動のごく一部で

すが、基本的には 

１．平和と紛争予防・紛争解決 

２．疾病予防と治療 



３．水と衛生設備 

４．母子の保健 

５．基本的教育と識字率向上 

６．経済と地域社会の発展 

が重点分野になっているようです。 

ここで改めてロータリー財団についてふれてみた

いと思います。 

 

「ロータリー財団とは」 

 組織及び目的 

 国際ロータリーのロータリー財団は、1917年に

基金として発足し、1928年国際大会でロータリー

財団と名付けられました。1931年に信託組織とな

り、1983年に米国イリノイ州の法令の下に非営利

財団法人となりました。ロータリー財団は、財団

の法人設立定款と細則に従って、ロータリー財団

管理委員会が慈善的、 教育的目的のためにのみ運

営するものとします。 
 
「ロータリー財団の使命」 

 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。  

 このように、ロータリー財団は人道的な奉仕を

提供し、すべての職業における高い道徳水準を推

進し、世界で友好と平和を築くために貢献してい

ます。 

 ここで、当クラブ財団委員会の今年度の方針・

計画にあげています地区補助金について説明させ

ていただきます。 

 

補助金の種類 

① 地区補助金 

 資金が一括して支払われ、クラブや地区が地元 

 や海外の差し迫ったニーズに取り組むために利 

 用できます。 

② グローバル補助金 

 15,000㌦～200,000㌦の範囲で、６つの重点分野 

 に関連し、長期的に大きな成果をもたらす活動 

 を支援します。 

③ パッケージ・グラント 

 財団と特定の重点分野を専門として活動する組 

 織（戦略組織）が合同で立案するものです。 

※現在進行中の活動完了後、パッケージ・グラン

トは終了となります。 

 

補助金申請事業の手続き 

 クラブが取り組まなければならないこと  

 補助金申請運用の流れ 

 

① 補助金セミナーに参加 

↓  [１月第４土曜日]  

② 地区とＭＯＵ（覚書）を交わす 

↓   [１月末～２月] 

③ 受給計画書提出 

↓    [３月末] 

④ 地区補助金の申請 

↓    [４月末] 

⑤ 地区補助金専用口座開設 

↓    [７月頃] 

⑥ 地区への補助金送金依頼書送付 

↓    [事業開始前] 

⑦地区からクラブへ補助金入金 

↓    [事業開始時] 

⑧ 事業実施 

↓   [実施年度の３月３１日迄] 

⑨ 事業報告書を地区へ提出 

↓   [事業終了後１ヶ月以内最終提出期限は 

      ４月１５日] 

完了 

 

以上で本日の卓話とします。 

今後とも財団へのあたたかい寄付を宜しくお願い

いたします。 

    

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・鳥井会長 宮原Ｒ財団委員会委員長、分かり易 

 い卓話有りがとうございました。補助金申請に 

 向けてがんばりましょう。石蔵次年度ＳＡＡ委 

 員長就任有りがとうございます。力を合わせて 

 がんばりましょう。           

・平田会員 介護の資格を持って福岡で働いてい 

 る45歳の娘が、今回、人吉準看学校の入学試験 

 を受け、本日発表があり合格致しました。来年 

 の４月より学生として勉強することになり、朝 

 夕は私の手伝いをするとの事で少し身軽になる 

 のをうれしく思っています。外山先生にはお世 

 話になりました有難うございました。  2,000 

・井手会員 石蔵会員、次年度ＳＡＡ委員長就任 

 おめでとうございます。頑張ってください。 

                     

・葉山会員 早退します。         

 

【ロータリー財団委員会】 

・宮原会員 卓話の時間をいただきありがとうご 

 ざいました。さっそく財団に寄附致します。 

                     

 

 

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 


