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      会長 有馬宏昭 

 

 会長の時間です。 

 秋の叙勲の受章者が発表されま

した。鳥井正徳パスト会長が「瑞

宝双光章」を受章なさいました。

先生の功績はロータリアンの知る

ところでありますが、昭和の年号での最後の受

章。心からお祝い申し上げます。 

誠におめでとうございます。 

 さて、先週の例会終了後、博多に出向きまし

た。目的は「博多天神落語まつり」。三遊亭円楽

さんのプロデュースで今年１２回目。東西の落語

家５０名余りが午前午後、４会場で４日間に亘り

語ります。 

 今回、一番私が感動しましたのは、柳家花緑さ

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

んでした。演目は妾馬（めかうま、めかんま）、

古典落語です。「男はつらいよ」の山田洋二監督

が、まるでさくらと寅次郎と言われたとのこと。

笑いの中にも親子の情に、ぐっと来て、涙してし

まいました。 

 あまりに感動したものですから、また聞きたい

と思い、花緑さんの公演スケジュールを検索しま

した。驚きました。発達障害と診断されたとの記

事を見つけたからです。小、中学校の頃、漢字の

読み書きが出来ず、音楽と美術以外は、１か２

だったそうです。宿題をやらず、忘れ物が多く、

教室でもじっとしていなく、隣としゃべってばか

り。落ちこぼれです。学校での居場所がなく嫌

だったと書いてありました。４２歳になってテレ

ビで、１が並ぶ通知表を公開したとこと、視聴者

からうちの息子と同じですと発達障害のお子さん

を持つ母親からのメールが届いたそうです。 

「その時は、自分が発達障害と思っていなくて、

初めて聞いたときはショックだった」 

改めて医師の診断を受け「発達障害」と診断され

ます。 

 柳家花緑さん母方の祖父が、５代目柳家小さ

ん。（落語家として初の人間国宝。剣道の段位は

範士７段。） 落語は、本でなく口伝やテープで

覚えたとのこと。７、８分の落語は２、３回聞く

と覚えてしまうそうです。持ちネタは１９０余

り。「障害は、デメリットでなく、その仲のいい

部分、突出した部分で落語家っていう商売をやれ

ているんだな」と思った時に有難いと思ったと

語っていました。 

 発達障害は、平成２４年度の文部科学省の調査

でも公立の小中学校児童生徒の６．５％程度で在

席していると発表されています。 

 人吉でも例外でなく、鳥井先生が教育長の時

に、支援が必要な児童生徒のために、担任を補助

する先生を採用、特別支援教育を大きく変化して

いくきっかけを作られたことも、先生の大きな功

績であります。 



【来訪者より】  
         (一社)ひとよし球磨青年会議所 

                江隈 利洋 様 

          11月度一般公開例会 

       講演のご案内 

   日 時: 11月20日(火）19時～21時 

   場 所: 東西ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

       講師 (公社)日本青年会議所  

              九州地区協議会 

        2018年度会長 土岐達也氏 

    演題「若い力で 世の中を変える！」 

  

  ４５年前の今日(1973.11.9）に入会された武末

憲一会員と堤 脩会員より、「入会４５周年を記

念して」Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学

基金委員会へご寄付がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  委員長 永尾禎規 

 11/10.11開催 ひとよし産業祭へ出店する人吉

ＲＡＣフリーマーケットへのご協力をお願いいた

しましたところ、多くの会員様から商品をご提供

頂きました。誠にありがとうございました。 

 産業祭へ行かれる方がおられましたら、アクト

店にお立ち寄り頂けたらと思います。 

 

 

【Ｒ財団委員会】 
  
     ロータリー財団月間卓話           

   委員長 中川貴夫 

ロータリー歴23年5ヶ月 

 職業分類：自動車整備 

 

 さて、今月はロータリー財団月間

です。今日は、新会員さんを中心に

お話をさせて戴きたいと思います。

スライドを見て戴きながら説明いた

します。 

 年を越えますが、来年お祝いの会が開かれる予

定です。一緒にお祝いしていただければ幸いで

す。 

 さて、先週の例会において次々年度会長指名の

お願いをしておりましたが、本日まで申し出があ

りませんでした。 

 クラブ細則第1条第１節に従い、また慣例によ

り、パスト会長会による指名委員会を設置したい

と思います。 

この件につきまして、皆様の承認いただきたいと

思います。 

（拍手で承認）ありがとうございました。 

ご協力ありがとうございます。 

会長の時間を終わります。 

 
 
   幹事代理 

   副会長 水野虎彦 

        

①11/2理事会承認事項 

・人吉市長より、川上哲治生誕100年記念事業実 

 行委員会委員就任のお願いの件→承認されまし 

 たので委員就任を承諾致しました。 

・人吉よさこいまつり実行委員会より、来年3月3 

 日に開催される「人吉よさこい祭り2019」の後 

 援依頼の件→理事会で承認されましたので後援 

 を承諾いたしました。 

②配布物の案内 

・高山ガバナー月信11月号が届きましたので本日 

 お配りしております。 

③回覧および掲示物の案内 

・（公社）くまもと被害者支援センターより、 

 一行詩「いのちのうた」コンテスト表彰式 

 12/2・作品展示（11/30～12/2）のご案内、 

 あわせて、センター機関紙「センターニュー 

 ス」第32号が届きました。回覧いたします。 

・人吉医療センター広報誌「翔」回覧いたしま 

 す。 

・熊本西南RC例会取り止め 掲示しております。 

  

 来週、11月17日（土）は地区大会となっており 

ます。バス乗車の会員様は前日の出発になりま

す。16日10時45分葉山葬祭すみれホールへご集合

を（時間厳守で）宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

   委員長 馬氷愼哉 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 27名  1 0 / 2 6 例 会 71.43％ 

出 席 者 数 35名 補 填 数 6名   

1名 修 正 出 席 率 80.95％ 

＊届け出欠席    葉山・石蔵・中村・延岡・新堀・青木・浅野 

   宮﨑・岩下・堀川・山田・宮原・本田・板崎・後藤 

   渡辺・堤正・漆野・外山・北・山本・村山・丸尾・大賀 

   渕田・尾上・戸高 

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 10/13 チャレンジカップ；和田・井手・中川 

                     葉山・北・新堀 



ロータリー財団の父 アーチ・クランフ 

 
 1917年アトランタ国際大会 

・ロータリーが基金をつくり全世界

的な規模で慈善・教育・その他社会

奉仕の分野で、何か良いことをしよ

うではないか 

最初の寄付金 

カンザス・シティーRC 26ドル50セント 

 

ロータリー財団と命名される １９２８年 

1928年基金が5000米ドル（540,000円）まで成長 

ロータリー財団と命名 

正式名称：国際ロータリーのロータリー財団 

国際ロータリーから独立した別機関 

1947年 ポールハリス逝去 

米ドル130万ドルの寄付 

 

高等教育のためのフェローシップ事業１９４７年 
 
  1947年に最初の財団プログラム 

   ｢高等研究奨学金｣ スタート 

          ↓ 

      国際親善奨学生 

     未来の夢計画奨学金 

 

 緒方貞子氏 

 国連難民高等弁務官 
 
 山崎直子氏 

 

 

 

ポールハリスフェロー、ベネファクター認証 
        １９５７年 
  
ポール・ハリス・フェロー 

 年次基金、ポリオ・プラス、承認された財団補 

 助金のいずれかに1000ドル寄付した方々を認証 

 する 

ベネファクター 

 恒久基金に1,000ドル以上を寄付された方 
  
※1985年 ポリオプラス・プログラムの創設 

※2002年 ロータリーフェローシップの発足 

 

中満 泉氏 国連事務次長（軍縮担当上席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ財団の基礎知識 

 ロータリー財団寄付の種類 

寄付金の流れ 
 
    Ｒ財団の年次基金へ寄付をします 

 

グローバル補助金とは 

 

グローバル補助金における重点分野 

  ６つの重点分野 

  １・平和と紛争予防／解決 

  ２・疾病予防と治療 

  ３・水と衛生 

  ４・母子の健康 

  ５・経済と地域社会の発展 

  ６・基本的教育と識字率向上 

 

 ※グローバル補助金においては重点分野以外の 

  使途に使用できません。 

 

 

 

 



グローバル補助金地区基準（2720地区） 

①補助金管理セミナーに出席していないクラブは 

 無資格 

② ＭＯＵと各種書類を期限内に提出すること 

③ 年次基金の寄付額が０のクラブは無資格 

④ １事業あたりのクラブ負担金が1,000ドル以上 

⑤ グローバル補助金「授与と受託の条件」に 

  沿っていること   

⑥ 申請事業は各クラブ1事業とする 

⑦ １事業あたり予算は30,000USドル以上とする 

  但し上限は200,000USドル 

⑧ 地区内での補助金申請総額が、地区の総予算 

  を超えた場合は地区の審査会にてその金額を 

   決定する 

 

高山ガバナーよりのミッション 

・グローバル補助金を活用した国際奉仕プロジェ 

  クトの実施を国際奉仕部門と連携して立案、実 

  行。 

・年次基金への寄付額1人当＄150を。 

・ポリオ撲滅への募金活動の実施と寄付の推進 

 （ポリオプラス寄付1人当＄30） 

・ロータリー平和フェロー事業へのアプローチと 

  平和フェロー候補者の発掘。 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友１１月号紹介 
 
            紹介者 岡 啓嗣郎委員 

 鳥井先生、受章おめでとうございます。 

 さて、先月号では、西南戦争 戊辰戦争など興味

深い内容でしたが、今月号はそういったドキドキ

する記事はなく、それではポリオについて話そう

かと思っておりましたところ、先ほどの中川貴夫

委員長の卓話で詳しく説明がございました。 

 例会終わり近くになり、時間もあまりございま

せん。皆様それぞれ持ち帰られて勉強していただ

ければと思います。 

 

【寄付カード】              

〈ニコニコ箱委員会〉  

・   

 突然の訪問でご案内をさせて頂き、有馬会長を 

 はじめとした人吉RCの方々誠にありがとうござ 

 いました。              

・中川会員 あゆ里様のお皿を割ってしまいまし 

 た。横にいらっしゃる岩井和彦さんにごめんね 

 カードを出されました。喜んでします。あゆ里 

 さんゴメンナサイ！！         

・寶代会員 鳥井先生、受章おめでとうございま 

 す。人吉球磨の教育向上に貢献し続けてこられ 

 た結果だと思います。これからも更なるご活躍 

 を祈念しております。         

・武末会員 本日11月8日は入会してちょうど45 

 周年になります。記念してスマイルします。 

                    

・堤 脩会員 今年でロータリークラブ入会45年 

 が経過いたしました。         

・堤 脩会員 鳥井会員、平成天皇からの叙勲、 

 誠におめでとうございます。      

・山口会員 鳥井先生、今回の受章おめでとうご 

 ざいます。              

・平田会員 娘が今月の「広報ひとよし」の表紙 

 におくんち祭りのハッピ姿で載っておりました 

 のでニコニコします。鳥井先生、受章おめでと 

 うございます。            

・井手会員 鳥井先生、今度の瑞宝双光章の御叙 

 勲、誠におめでとうございます。今後益々の御 

 活躍を御祈り申し上げます。      

・愛甲会員 鳥井先生、受章おめでとうございま 

 す。武末先生、堤脩先生、入会45周年おめでと 

 うございます。            

・有馬会長 武末憲一パスト会長、堤脩パスト会 

 長、入会45年記念のご寄付いただきありがとう 

 ございます。             

・高山会員 鳥井先生の受章おめでとうございま 

 す。                 

・岡会員 鳥井先生おめでとうございます。 

                    

・小林清市会員 ①鳥井先生、受章おめでとうご 

 ざいます。②有馬会長、3000回例会での会長の 

 時間に私の50周年記念誌巻頭言の引用ありがと 

 うございます。            

・山賀会員 この度の鳥井先生の受章で勉強しま 

 した。受章と受賞の違いを覚えました。 

・友永会員 仕事のため早退致します。  
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・岩井会員 中川R財団委員長が皿を割り、ごめ 

 んねカードを書いていただきましたので、私は 

 財団に入れます。鳥井先生、このたびはおめで 

 とうございます。           

・中川会員 鳥井先生誠におめでとうございま 

 す。ますますドライバーが飛ぶと思います。江 

 隈さん来訪ありがとうございます。   

・有馬会長 〇中川貴夫Ｒ財団委員長、本日は卓 

 話いただきありがとうございました。〇江隈さ 

 んご来訪ありがとうございます。    

・浦田会員 鳥井会員の秋の叙勲誠におめでとう 

 ございます。             

・大久保会員 鳥井先生、秋の叙勲 受章おめで 

 とうございます。           

・片岡会員 鳥井先生、御受章おめでとうござい 

 ます。                
  
〈米山記念奨学委員会〉 

・浦田会員 Ｒ財団と同文        

・大久保会員 Ｒ財団と同文       

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・片岡会員 Ｒ財団と同文        

・浦田会員 Ｒ財団と同文        

・大久保会員 Ｒ財団と同文       

 


