
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

●合唱  それでこそロータリー 
 

●ゲスト 公益財団法人  

     都城地区ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 教育振興基金 

     理事⾧ 佐々木慈舟 様 
       

 

●ビジター  なし 
 

 

 

□会⾧の時間     中原八重子  

 

皆さんこんにちは。 

毎日の様に大谷選手がテレビで放映されます

が、本当に凄いなと思います。実力もですが、

人間性ですよね。  幼い頃から真摯に取り組

む姿が非常に素晴らしく，実力と共にそれが兼

ね備えられている素晴らしい方だなと思いま

す。アメリカのみならず，世界中の方から高く

評価されファンを増やしています。 

私は野球はあまり詳しくありませんが 同じ日

本人として 非常に誇らしく思いますし 元気

をもらいます。  

 年齢層を問わず評価されていることにも感銘

を受けました。 

8 月 6 日 土曜日計画をしている野球選手を招

いての少年野球教室に参加する子供の中から 

大谷選手の様な選手がでてくる事を楽しみにし

てます。 会員の皆様もご参加 応援宜しくお

願いします。 

今月は教育振興基金月間です。この後都城地区

教育振興基金の理事⾧ 都城クラブの佐々木様

の卓話になります。  宜しくお願いします。 

最近の子供の貧困の原因をちょっと調べてみた

ところ日本は離婚率が上がった事で母子家庭 

父子家庭が増え そのうちの正規社員で仕事し

ている人は 45%に過ぎず 残りの 55%の方はコ

ロナ過で仕事が減り貧困の状態が続いているよ

うです。 

私達が、この地域で仕事ができてる事に感謝し

て，微力でもこの地域に貢献していく事が私達

の役目だと考えています。 

もちろん私達のクラブでも子育て中で，今お金

が必要な方もいらっしゃいます。そこは皆んな

で理解しながら、出来る人が貢献してもらえた

らいいのではないかなと思います。 

出来る様になったら、その時に今の話しを後輩

に伝えてもらったらと思います。  

都城  三股地区の高校生に援助お願いしま

す。 

会⾧の時間でした。 
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□幹事報告      東    淑恵  

□報告  

□地区 他クラブ 他団体 報告                   
●山ノ内ガバナー事務所…   

  ①都城地区事務所（ガバナー事務所）の執務 

              夏季休暇について 

2022 年 8 月 12 日（金）～2022 年 8 月 15 日（月） 

□クラブ報告 
●来週 8/3（水）納涼例会 夜間 18:30 中山荘 

●8/6（土）少年野球教室  9:00～13:00  

 高城にて  

●8/17（水）9 月定例理事会  例会前  

11:30 エトワール 

□出 席 報 告 

□ 委員会報告  

 

 

  

 

 

河中 功 様 退会のご挨拶 

7/1 から名誉会員へ 

 外山 会計 

 

前年度決算報告 

 

 

           小坂 実行委員⾧ 

 

            地区大会反省会

のご案内 

              

 

 

□本日のプログラム 

 

        ※別紙に掲載しております 

 

 

□ＳＡＡ報告 

 
        ※別紙に掲載しております 

 

 

◎今後のプログラム予定 

8/10  祝日週の為 休会  

8/17  8/6 開催の少年野球教室報告  

8/24  IA 年次大会報告  

8/31  戸高 G 補佐をお迎えしてｸﾗﾌﾞ協議会  

 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
委 員 ⾧   ： 盛田 祐一   

委員⾧補佐 ： 徳重 幸男 

担  当  ： 大西 和博  横山真希子 

            木下ﾏﾘｾﾙ 小田 浩司 

会員数 44 名 
出席免除者数 5 名 
出席数 26 名 
出席率 66.67％ 
前々回修正出席率 7/13 84.62％ 
前回修正出席率 7/20  休会 
届出有 川畑 𠮷原(司) 穴井 小田  

里 井福 萩原 山下 別府  
柳田 吉元 藤岡 福永  

MU 会員 
7/9~7/10 奄美 

ガバナー補佐会議 

7/13 8 月定例理事会 

 

7/19 教育振興基金理事会 

7/23 8RC 会⾧幹事会 

7/24 地区広報公共 

イメージ部門会 Zoom 

7/26 都城北 

 
井福 吉原（信） 
 
中原 東 馬渡 山村 山下  
盛田 外山 内田 瀬川 三坂 
山村 
中原 東  
中原 盛田 
 
上田 萩原  

要 MU 会員(7/20) 祝日週の為 休会    
MU 無会員(7/13) 吉原(司) 穴井 川畑 小田 

大西 里  

 7/27 累 計 
ニコニコ BOX 20,000 55,000 
ゴールド BOX 1,941 6,424 
ロータリー財団 0        $200 
米山奨学会 15,000 46,000 
教育振興基金 117,000 152,000 
ポリオプラス 0 0 
青少年育成資金 2,000 4,000 

……………………………………………………



 

□本日のプログラム 
 

  

本日はお招きいただきましてありがとうございます。 

只今ご紹介頂きました教育振興基金の理事⾧を仰せつかっております都城ロータリーの

佐々木慈舟です。 

教育振興基金では今年度、昨年までは都城市内の高校１０校より各１名ずつの計１０名を

新奨学生として認定し奨学金を支給しておりましたが、この２年間のコロナ禍において困

窮するご家庭も多く、各学校からの希望も受け、限定的にではありますが今年度は希望す

る各学校より２名までの計１８名を新奨学生として認定し４月からの奨学金を支給させて

いただいております。これまでの近年の決算では４ロータリーの会員減少もあり基金を取

崩ながらの運営でありましたが、収益事業である太陽光発電からの収益もあり、資産の取

崩は以前よりは少額となってはおりますが、それでも毎年取崩ながらの運営を強いられて

おりまして、数年後にすぐにと言うわけではありませんが、将来その基金が枯渇する可能

性がある中で、さらに奨学生を増やし支出を増やすという事に対しては、色々と考えも致

しましたが、理事の皆様方のご意見をいただきながら、 

公益財団法人 

都城地区ロータリークラブ教育振興基金 

佐々木慈舟 理事⾧   



 

  

数十年後よりも今目の前で困っている学生に手を差し伸べるのがロータリアンではなか

ろうかとの意見の中で、奨学生を増員するとの結論に至りました。月 8 千円、年間で１０

万円弱でありますが、この振興基金の特徴は給付型であると言うことであります。つまり

返還の必要が無い。時に現在、学校卒業後に奨学金の返済に大変困っている社会人と言う

のがニュースになることもございます。その中で額は大きくなくとも給付型であると言う

ことの意義は大変大きいものであろうと思います。 

また額のことを申しますと、人間の価値観と言うのはひとそれぞれでありますし、年齢に

よってもまた価値観は変わっていきます。もしここに１歳の子供がいて、百万円の札束と

アンパンマンの人形、どちらかをあげるよと言えば、おそらくほとんどの１歳児はアンパ

ンマンの人形を選ぶんじゃないでしょうか。それが１歳児の価値観です。もしもそこで札

束を選ぶ子どもがいたとしたら、少し育て方が怪しい気がしてしまいますが。ではもしも

皆さんに１００万円の札束とアンパンマンの人形、どちらでも差し上げますよと言えばも

ちろん皆さん１００万円を選ばれますよね。それはねお金の価値を知っているから。じゃ

あそのアンパンマンの人形が純金で出来ているとしたらどっちを選ぶでしょうか。でも

ね、そのお金や金の価値を知っているとしても、人間その状況に応じて、もしも明日命終

えてゆかねばならないとしたならば、目の前の１００万円にどれほどの価値を感じること

でしょうか。綺麗な宝石も、その辺に転がる石ころと同じ様に見えるかも知れません。私

たちはその時々、自分の都合によって、物の見方をコロコロと変えながら生きているのに、

そうでありながら、自分は正しいとばかり思っていることも多いような気もします。 



 

  

この奨学金にしても月８千円で充分だろうかと考えた時、もちろん多いに越したことはご

ざいませんが、困窮するご家庭にとって年間に１０万円近くの奨学金というのは、私たち

が思う以上に大変大きな感謝をいただいております。 

こんな言葉があります。 

『一生を終えて後に残るのは、われわれが集めたものではなくて、われわれが与えたもの

である。』 

ジェラール・シャンドリと言う方の言葉で、この方の詳細は調べてもあまり良くわからな

いのですが、この言葉にはとても納得させられるものがあります。 

現在のコロナ禍において給付型の奨学金であるこの基金が、どれほど奨学生にとって有意

義なものであるかを、都城地区のロータリアンの皆様にもご理解いただくと共に、お一人

お一人のその寄付が、地域や社会にとっての未来を創造していく石杖となるものであると

の思いの中にこの基金へご寄付いただく事が理事⾧の役目でもあろうかとかんがえており

ます。 

人間の世の中と言うのは、様々な折に平等と言うことが言われる訳ではありますが、現実

社会においては、共産主義社会が賄賂で溢れるなど、全てが平等などと言うことは大変に

難しいことであります。その中で我々ができることは、ロータリーの基本理念でもありま

す職業奉仕であり、また互いに分け合い譲り合うと言うことではないでしょうか。 

子どもに対して遣うお金は費用では無く未来への投資です。その子ども達の未来のため

に、そして日本の未来への投資として、ロータリアンの皆様の御寄付を心よりお願いし本

日の卓話とさせていただきます。 

 



□ＳＡＡ報告   
 

 

●ニコニコ箱● 

河中  功…退会のあいさつに来ました。遅れてすみません。 

船木 修一…河中会員、今日はありがとうございました。名言、格言素晴らしいです。 

木佐貫鐵蔵…河中先輩いろいろ御指導ありがとうございました。 

木佐貫鐵蔵…佐々木理事⾧、今日は卓話ありがとうございました。 

中原八重子…佐々木様、今日はありがとうございます。 

      河中さん久々にお会いして元気そうで安心しました。これからも顏出しして下さ

い！待ってます。 

東    淑恵…河中会員、貴重なお話しありがとうございます。 

      いつでも遊びに来て下さい。 

外山 俊明…佐々木理事⾧、本日はありがとうございます。 

内田建太郎…河中さん例会に遊びに来て下さい。 

吉田  努…河中さん⾧い間ご指導頂きありがとうございました。これからも引き続き 

      ご指導下さい。まだまだ引退させませんよ（笑） 

 

●米山記念奨学会● 

⾧友 喜信…米山記念奨学会へ 

前田 吉基…決算理事会が終わり、私の年度のすべてが終わりました。スッキリしました。 

 

●教育振興基金● 

前田 吉基…佐々木理事⾧、卓話ありがとうございました。 

吉田  努…住職、今日はありがとうございました。多くの学生さんに活用して欲しいですね。 

木下マリセル…委員⾧がんばって下さい。 

内田建太郎…佐々木理事⾧ありがとうございました。 

大西 和博…教育振興基金へ 

平川 靖三…佐々木理事⾧、卓話ありがとうございます。 

木佐貫鐵蔵…皆様、宜しくお願いいたします。 

松 豊治…教育振興基金へ 委員⾧ご苦労様です。 

東    淑恵…佐々木理事⾧、卓話ありがとうございました。 

内田委員⾧、よろしくお願いします。 

上田やよい…委員⾧頑張って下さい。佐々木様すばらしいお話ありがとうございました。 

𠮷原 信幸…教育振興基金へ 内田さんご苦労様です。 

 

●青少年育成資金● 

外山 俊明…前田年度の決算が終わりました。皆様ご協力ありがとうございました。 

前田 吉基…河中名誉会員、素敵なあいさつを頂戴しまして、ありがとうございました。 

 

 


