
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君  

今月は、家族月間となっ

ております。1995-1996 年

度のハーバード・ブラウン

会長は、世界平和は地域、

家族から始まるとの考えを

表明しました。 

そして1995年11月のRI

理事会において、2月の第 2 週（月～日）を『家族週間

と指定』することになりましたが、2003年7月の理事会

において、2003-2004 年度のジョナサン・マジィアベ会

長が、『家族の重要性を主眼』にしたことを称え、12月

を『家族月間』と指定されて今日に至っております。ど

うして、12月が家族月間なのか、気にも留めておりませ

んでしたが、変化、流れがいろいろあって12月の家族月

間が制定されたのでした。これに伴って、10年前までは

実施されておりました、家族週間が廃止になった事も付

け加えさせて頂きます。日本の慣習から師走（12月）は、

忘年会シーズンですので、飲み会が多くて家族団らんが

少なくなってしまう月でもあります。世界を考えると寒

い時期に家族の絆を築かれているのでしょうか？是非、

家族との理解を深めるために親睦・交流の機会を創って

頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝の 6 名の方、結婚祝いの 3 名の方、今月で 90

歳になられます岩下盛朗君の卒寿、松村悟郎君の還暦を

心からお祝い申し上げます。岩下君の卒寿祝いを 12 月

12日に会員の清水君のお店『樹樹』で開催いたしますの

で多数のご参加をお願い申し上げます。 

本日も、ロータリーを楽しみましょう！ 

 

♬♬月初めのセレモニー♬♬ 

お誕生日おめでとう！  藤本君、岩下君、武末君、青木君 

 
 

結婚記念日おめでとう！緒方君  卒寿おめでとう！岩下君 

    

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1815 回 平成 25 年 12 月 12 日プログラム 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    大迫 三郎 

中部分区ガバナー補佐    尾﨑 敏弘 

第2730地区テーマ 

     『職業奉仕の実践』『感動』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

     『みんなで力を合わせて行動を』 

11月の月間テーマ  

     ロータリー財団月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  四つのテスト 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 
本日の例会案内   ＊血圧測定 

＊年次総会     ＊クラブ協議会（半期報告） 

＊ポリオ BOX    ＊プログラム委員会 

 

 

 

 

次週例会案内；12月 19日（1816回） 

 ＊クラブ協議会Ⅱ（半期報告）  ＊100万ドル   

 12月 26日（木）は、年末特別休会です。 

第 1814 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 



■幹事報告           幹事 岩切 洋君 

＜文書案内＞ 

＊台風30号によるフィリピ 

ン日被災に対する義援金の 

お願い 

＊「車いすバスケットボール 

 南九州大会」に対する後援 

名義使用承認のお願い 

 

■出席報告        出席委員長 野田俊一君 

出席状況 

会  員  数 47名 

出 席 会 員 数 33名 

ホーム出席率 75.00％ 

前々回修正出席率 86.36％ 

 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動副委員長 森本直樹君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

石田喜克君 12月は家族月 

間です。岩下盛朗君の卒寿 

をお祝い申し上げます。 

セレモニー対象の方々おめ 

でとうございます。 

岩下盛朗君 誕生日のお祝い 

ありがとうございます。九十年無事過ごしてきた事を 

感謝申し上げます。 

武末喜久治君 誕生祝いのお返し。有難うございます。 

岡島達雄君 ２回続けて欠席してしまいました。本日の 

出席状況があまりよくないのは、私の責任？ 

藤本範行君 12月5日は私の67回目の誕生日です。 

例会の日が誕生日と重なったのは、入会 7年目にして 

初めてです。本日は祝ってくださいましてありがとう 

ございます。 

青木善明君 誕生日のお祝い有難うございます。今月13 

日で64歳を迎えます。出会う人の笑顔や言葉に たく 

さんの元気や幸せをもらいます。こんな気持ちでこれ 

からの人生も人との出会いのご縁を大切に一日々を精 

一杯歩いていきたいと思います。 

 

☆情報委員会便り （Ｄｅｃ） 

         ロータリー情報委員長 平山英俊君 

今日はロータリー財団

の話しです。先月がＲ財

団月間でしたので月遅れ

となりました。 

お手元に配った資料「ロ

ータリー財団について」

は私が作ったものではあ

りません。20年前のある 

会員の作成で、その人は4年続けて財団委員長をした財 

団に詳しい会員です。しかし、我がクラブには更に財団 

に関して権威の茂木会員がおられます。 

大ベテランを前に恥ずかしいですが、恥を忍んで白幕 

スタート 

１．財団が出来たのは何時で誰が作ったのか 

1917、年基金として発足 

アーチＣ・クランフＲＩ会長（第7代米国）が「世界

で良いことをするために」、基金の設置を提案 

1928年国際大会でロータリー財団と命名しＲＩから

独立した別機関となる。基金は 5000ドルでスタート 

1931年、信託組織となる 

1933年、米国イリノイ州の法令の下に非営利財団法

人となる 

２．財団の目的と構成、国際ロータリーとの違い 

手続要覧には、「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、教育的目的にのみ運営するものとする。なお、

財団を構成する法人会員は国際ロータリーだけである」

と記されている。 

 国際ロータリーとロータリー財団との違い 

国際ロータリーが人頭分担金で運営されているのに対 

し、ロータリー財団は、会員の寄付金を運用しその運 

用益をもって運営資金を捻出。 

３．運営は運営管理委員会 

ＲＩ会長がＲＩ理事会の承認を得て 15名の管理委 

員を任命する。管理委員会は、管理委員が構成メンバ 

ーとなる各種委員会とそれぞれの任務を決定する。  

管理委員会委員長が、すべての委員会その他の小委員 

会の委員と委員長を任命する。 

４．財団の使命 

手続要覧には「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、平和を達成出来るようにすることで

ある」と記され、さらに「それは具体的にＲＩ理事会

と管理委員会が、ポリオ・プラス、プログラムを完遂

することでポリオ撲滅の目標を達成し、友好と理解を

助長する教育的および文化プログラムを強調し充実さ

せ、世界のあらゆる地域において人道的ニーズを満た

す補助金を支給し、人々の間の平和的関係を深めるた

めにポログラムを拡大することである。」と記されてい

る。 

５．活動しているプログラムの一部 

(1) 国際親善奨学金 

ロータリー平和センター（世界 6カ所） 

研究グループ交換（ＧＳＥ）現ＶＴＴ 

     （以上教育的プログラム） 

(2) 地区補助金 

マッチング・グランド（以上人道的プログラム） 

(3) ポリオ・プラス 

ポリオ・プラス・パートナー 

      （以上ポリオプラスプログラム） 

配付した資料「ロータリー財団について」の説明 

  この資料は井上博功会員が 1996～1999年の4年間、

財団委員長をした時のものです。数字は当時のもので

現在と違いますが、表現と流れは一緒です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．財団の使命－手続要覧とは別に－ 

「ロータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベル、

国際レベルの人道的、教育的、文化交流プログラムを

通じて、ロータリー綱領とロータリーの使命を遂行し、

かつ世界理解の平和を達成しようとする国際ロータリ

ーの努力を支援することである」 

この宣言は2000年2月の財団委員会で改訂されＲＩ理 

事会が承認したものです。 

２．年次寄付と恒久基金 

「年次寄付は、毎日庭に水をまき、花々に水分を補 

給するようなものです。恒久基金は、いつでも水が 

まけるように十分な水を用意している貯水池のような 

ものです。」 

これは、ロバート・バースＲＩ会長（第 85代スイス） 

の話の中から引用したものです。 

３．楕円形グラフ 

右側が「ロータリー会員の会費」で左側が「会員の

寄付金」、その金がどのように使用され、どんな運営

資金となって行くかを図示しています。 

 

ロータリー財団の標語 

『世界で良いことをしよう』 

Ｄｏｉｎｇ ｇｏｏｄ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ 

 

高鍋ＲＣ
会 員

ロータリー会員
会 費

人頭分担金 ホーム
ロータリー・クラブ

運 営 費

地区ロータリー
運 営 費

国際ロータリー
運 営 費

会員の寄付金

米山奨学基金
寄 付

ロータリー
財団寄付

年次寄付 恒久寄付 米山奨学
金負担金

ロータリー財団
プログラム運営費

財団基金負
担金

ＲＩ・財団との係り

 

 

1月情報委員会便り (Jan）予告 「例会と会合」 

 

 

 

 

四つのテスト  

  

    言行はこれに照らしてから 

     １、真実かどうか 

     ２、みんなに公平か 

     ３、好意と友情を深めるか 

     ４、みんなのためになるかどうか 

 
 

 

＜メンバー紹介＞ 

長濱 博 君 

１．職業     政治家、弁当屋 

２． 家族    昔美人の妻と聖母幼稚園に勤める娘、 

甲子園を目指す息子（高２） 

         80才になる母の 5人暮らし 

３．趣味     芝刈り 

４．座右の銘   臥薪嘗胆 

５．メッセージ  この国の未来を誰に託しますか？  

            

＜情報の広場＞ 

 このコーナーでは、皆様の親睦に役立つ情報を常に募

集しています。 

 

＜クラブ会報委員会より＞ 

 師走に突入しました。皆様、風邪などひかれませんよ

う気をつけてお過ごし下さいませ。 

皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。 

 

 

         広報雑誌IT委員長 岡島君 

   

  副ＳＡＡ 青木君      ピアノ演奏 森幸子さん 

 

『メ－クアップしましょう』        出席委員会 

       県内中部分区クラブメ－クアップ会場 

 

 月 宮崎南 宮崎観光ホテル西館 8階 

  宮崎東 ウェルシティー宮崎 

 火 宮崎 宮崎観光ホテル 

  西都 ウェディングパレス敷島 

 水 宮崎北 ホテルマリックス 

  佐土原 サンホテルフェニックス 

 木 宮崎中央 サミット・クリスタルルーム 

 金 宮崎西 宮崎観光ホテル 

高鍋ローターアクトクラブの例会日 

  第1・第3火曜日 19：30～  場所；宮日会館 

 


