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合唱 君が代 奉仕の理想

ビジター紹介

◎ 都 城 外山 勝 佐々木鴻昭

◎ 都城北 なし

◎ 都城中央 なし 各氏

□会長の時間 井福 博文

皆さんこんにちは。

今月 11 月はロータリー財団月間です。そこで今

日の会長の時間はロータリー財団国際親善奨学生

の倉内菜穂子さんが修士論文のテーマにロータリ

ーの「ポリオ撲滅」を取り上げた話題と、大部分が

ロータリー財団学友で構成された「大阪ネクスト

RC」の話をしようと考えておりましたが、この場

に立つ直前に手元に配られている「ロータリーの

友」をパラパラっと見ましたら、なんとその記事が

掲載されていました。詳細はP6～7、P8～9 の記事

をご覧ください。これで今日の会長の時間も原稿な

しの行き当たりばったりの話になりそうです。

さてR 財団の指名とは「ロータリアンが世界の健

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、世界平和、親善、平和を達成で

きること。」で、標語は「世界でよいことをしよう。」

です。そのために年次寄付を最低、年間一人 100
＄をお願いしています。現在のレートで 9000 円で

す。けっして高額ではないと思いますので、皆さん

のご協力をよろしくお願いいたします。我々には全

世界に同僚ロータリアンがいます、一人の 1000
＄より 1000 人で 1＄ずつというのが理想です。各

会員の無理のない範囲で継続できるよう、ご理解を

いただき寄付をお願いいたします。R 財団のおこな

う青少年、奨学生、新世代への奉仕プログラムが必

ず実を結ぶことを信じております。先ほどの「大阪

ネクスト RC」の実例のように、ロータリーにかか

わった若い人々が職業人となった時に、ロータリー

クラブに入会することは、我々現役のロータリアン

にとって、この上ない嬉しいことです。

これもまたジョン・ケニーRI 会長の言う「ロー

タリーの未来はあなたの手のなかに」の一つの解釈

かもしれません。

先日の地区大会において、同様のようなことがあ

りました。我がクラブがお世話をした米山奨学生で

ネパールのドンガナ・ビマさんは「私はロータリー

クラブに大変お世話になりました。このご恩は一生

忘れることは無いでしょう。私は来年 3 月で卒業し

てネパールに帰ります、そして仕事に就いたら必ず

向こうのロータリークラブに入会します。そしてロ

ータリーへ恩返しをします。」と言っておりました。

私はこのことを聞いたとき、とても感動いたしまし

た。この感動を会員皆さんに報告して本日の会長の

時間といたします。

□幹事報告 小坂泰一郎

○ 都城中央ＲＣ……例会変更 11/19（木） 
12:30-霧島酒造 ＊職場訪問

○ 都城ＲＣ……例会変更 11/27（金）12:30- 
南九州大学 ＊職場訪問

○ ガバナー……地区大会お礼状

月信１１月号

ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １１月 ９０円（現行 90 円） 
○ 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団……

ﾛｰﾀﾘｰ財団月間にあたり協力のお願い

○ 宮崎県国際交流協会…South．Wind
○ ㈱ﾌｼﾞﾏｷﾈｸﾀｲ……ﾛｰﾀﾘｰ用品カタログ

■ クラブ報告事項

� 新会員公示８名
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□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ４名

出席数 ４２＋２名

出席率 83.02％

前々回修正出席率 10/21 83.01％

前回修正出席率 10/28 88.46％

届出有 鬼束 草水 今井 鎌田継 川口

福永直 中村静 盛田 前野

ＭＵ有会員

10/28 理事会

10/29 中央

10/30 都城

井福 小坂 木佐貫 平川 棈松

土持 藤岡 中山 外山 高辺

鎌田継 岩橋

吉田 鳥集 盛田 福永忍 高橋

なし

ＭＵ無会員

10/21 大吉 鬼束 串間 永野 山下

福永直 川口 脇丸

要ＭＵ会員

10/28 上田 山下 串間 中村七

福永直 中村静

■ 委員会報告

※ＧＳＥの活動の写真がホームページ上に掲載さ

れています。どうぞご覧になって下さい。

□本日のプログラム

一二三…暇つぶしロータリークイズもあり！

※ 原稿は紙面の都合上、別紙にて掲載致します

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

中山 忠彦…船木さんＧＳＥホームスティ受け入

れ有り難うございました

小坂泰一郎…山浦委員長卓話ありがとうございま

した

徳重 幸男…山浦委員長の卓話に敬意を表して

◎ ロータリー財団

萩原 和洋…Ｒ財団委員長に敬意を表して

外山 俊明… 同じ 
河中 功… 同じ 
井福 博文…Ｒ財団へのご理解有り難うございま

した

◎ 米山奨学会

萩原 和洋…米山記念奨学委員長に敬意を表して

◎今後のプログラム 予定

１１／１１ 雑誌会報 担当

１１／１８ Ｒ情報・広報 担当

１１／２５ 新世代 ライラ報告

11／4 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 3,000 169,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,140 35,980
ﾛｰﾀﾘｰ財団 36,000 240,800
米山奨学会 5,000 177,000
教育振興基金 0 87,000

竹と風の学校 29,700
＊雑誌会報インターネット委員会

高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉

前野益孝 ロータリー事務局 制作



ロータリー財団の寄付には次の３ケがあります

① 年次寄付（年一人当たり１００＄）希望の贈り物

② 恒久基金寄付（大口寄付）

③ 使途指定寄付 の３種です。

＊ ①は寄付の基盤であり、国際ロータリーの財団プログラムの燃料と言えるもので、この寄付金は使

い道を指定することなく、２年の運用後３年後に運用益を加えた寄付金が活動資金となります。国

際財団活動資金と地区財団活動資金とに折半します。地区の寄付金の半分が地区補助金と基礎にな

ります。地区で用途を決定することができます。一例として、当クラブは２００７～０８年度に第

２０会少年野球大会記念事業に地区補助金から１９００＄（２６８７ドル申請）いただき、盛大に

行事を遂行しています。多分２００４～の寄付金還元の中からの運用だと思います。

＊ ②は、預かった寄付を全額財団が投資・運用してその収益だけがプログラムの支援に使われます。

（ベネファクター）寄付金はそのまま基金として継続されていきます。

＊ ③ ポリオ・プラスへの寄付＆マッチング・グラントの現金拠出分などです。

用途をはっきり指定してその活動に使用します。

実は昨年・今年とあの世界のビル・ゲイツ氏が何と昨年度一億万ドル、今年度予告なしで２億５千万

ドル、ポリオ滅没の使途指定寄付に提供されました。驚きですが、残念ながら我が社にはそんな桁違い

計算できる計算機はありませんのでピーンときませんが。すごいと感心して敬服するしかないですよね。

ここで、最近６年間の当クラブの財団寄付（年次寄付）をお知らせします。

０３年７月～０７年６月迄の４年間は会員一人当り１００＄と健闘していましたが、０７年７月～一人

当り６８，５５＄、０８年７月～一人当り５２，５４＄と極端に低空飛行になっています。誰が？とか

委員会は？とかの問題ではないはずです。誠意と善意と勇気あるガマン（小使い減少）の育みだと思い

ます。寄付という勇気ある行動に一歩踏み込んでみませんか。

実は私事ですが、恥かしい事に入会して３年間・財団・米山・教育と全く興味もなく、知ろうともし

ませんでした。（和光で家庭集会？に参加した記憶が）ところが私より後から入会した会員が親しくな

ると何かと聞いてくるし、又、ＳＡＡとか幹事と経験してきましたが毎週例会終了後、ご苦労様ではな

く、その都度遠慮なく批判など指摘してくるわけです。（反省会）少しは腹が立つ訳です。おまけに、

そいつ等はちゃんと上記３寄付を私よりしているわけですよ。負けず嫌いがメラメラ。言い返すには同

等以上と・・・そんなことがきっかけとなり今では・９月の誕生日・１０月の入会日・３月の結婚記念

日にそれぞれ節目の日に青色の封筒を持つようにしています。今は皆勤年数の数にそれぞれが追いつく

ように目標を定めました。お蔭様でロータリー財団だけは中村会長年度にマルチをいただきました。先

日、入会時にお世話になりました先輩にも１１年目のバッチを頂きましたと話しをしたところ日頃は機

嫌の悪そうな方ですけど喜んでいただきました。良き先輩が沢山います。感謝の連続です。

さて皆さんもお疲れの様で飽きが来たようです。私もいまだに背中に汗の流れを感じています。風邪を

ひかぬ様ここらでおわります。ありがとうございました。

『もともとロータリーは経済恐慌時のシカゴで誕生しています。２１世紀に入ってからの不景気と

様々な問題にあふれている今だからこそクラブの意味があります。不景気を理由に、退会とか寄付がで

きないとか逃げないでクラブの皆さんと話し合いながら対応する知恵と策をみんなで考えましょう

よ！』 がんばろう 終焉



一二三・・・ロータリー暇つぶしクイズ（数字編）・・・①②③

№１

クイズを楽しみながら、最近のﾛｰﾀﾘｰ情報を吸収してみませんか？

１，世界のロータリークラブの概数は何ＲＣ（2005 年 10 月）

イ）32.000 ロ）10.000 ハ）20.000

２，世界におけるロータリアンの概数は何名ですか(２００５年 10 月

イ）650.000 ロ）1.192.000 ハ）1.300.000

３，世界には何地区ありますか。（2006 年７月１日）

イ）600 ロ）320 ハ）530

４，ロータリーの創立は何年ですか。

イ）1905 年 ロ）1910 年 ハ）1912 年

５ 国際ロータリーの管理主体は理事会ですが、理事は何名でしょう。

イ）１８名 ロ）１７名 ハ）１０名

６．世界本部以外に、世界各地には国際ﾛｰﾀﾘｰ事務局があります。何箇所ありますか

イ）１５ ロ）５ ハ）７

７．1920 年当時、東京ＲＣの細則によると、例会は毎月何回でしたか。

イ）１回 ロ）２回 ハ）３回

８．現在までに日本人でＲＩ会長になった人は何人いますか。

イ）１人 ロ）２人 ハ）３人

９．現在、日本にいくつの地区がありますか。

イ）２５ ロ）４０ ハ）３４

１０．日本でロータリーの国際大会が開催されたのは、何回

イ）３回 ロ）２回 ハ）１回

１１．2006－07 年度の日本人の国威ロータリー理事は何名

イ）１名 ロ）２名 ハ）３名

１２．国際ロータリーの人類分担金は年間いくらですか（2005-06 年）

イ）３５＄ ロ）３９＄ ハ）４３＄

１３．ロータリーマークの歯車の歯は何個でしょう

イ）２４ ロ）３０ ハ）１５

１４．新クラブ結成の際、創立会員の人数は最低何名必要ですか。

イ）１０名 ロ）２０名 ハ）３０名

１５．規定審議会は何年ごとにひらかれますか。

イ）４年 ロ）２年 ハ）３年

１６．「ロータリーの友」の創刊はいつですか。

イ）１９５３年 ロ）１９２０年 ハ）１９６１年

１７．ロータアクト・クラブの会員の年齢は何歳から何歳まで

イ）１４～１８歳ロ）１８～３０歳 ハ）３１～４０歳


