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の寄付金を基本財産として創立されました。

■点鐘

公益事業の内容としては、

■国歌斉唱「君が代」

（公 1) 心身的負担を持つ児童生徒に対する奨学支援事業
（公 2) 学術・文化・体育等の振興に寄与する個人または団体に対

■ロータリーソング「奉仕の理想」
（ソングリーダー

する顕彰および助成事業

古田哲朗 )

（公 3) 熊本県内の児童養護施設等に在籍する生徒が進学した大学
等における学費等援助のための奨学金給付事業（新事業）

■来訪者紹介

をしています。
主な収入は、基本財産の運用益で、寄付等の募金活動はしており

熊本東南ロータリークラブ米山奨学生

ません（ノーベル財団と同じ）
。そういう運営状況なので、理事・

ティティコンサコルウオング，

評議員には報酬を一切支給しておらず、経費も極力使わないよう

サクピシット君

努力しています。

■会長の時間（会長 松本一也 )

しかし、近年の低金利等及び奨学金給付事業の拡張に伴い、事業
資金の不足を感じ、苦労をしております。

ユニセフ

公益財団法人の認定等に関する法律によれば、事業活動を行うに
皆さんは、ユニセフというと、戦争で

あたり、公益目的事業比率が 10 0 分の 50 以上となると見込ま

親をなくし、食料がなく飢餓で苦しむ

れること。

子供たちに食料を援助したり、不衛生

つまり、職員の給料、家賃、事務所維持費、経費等の合計が総事

な発展途上国で、伝染病や病気から子

業費の 1 0 0 分の 50 未満であること、となっています。

達を救うためにワクチンや医薬品を送

言い換えてみれば、寄付．募金等で集めた金額の 49％までは、

る、というコマーシャルなどでご存じだろうと思います。
（つな

財団の経費として使い、残りを公益目的事業に使えば良いという

ぐよ子に、ロヒンギャ難民の子供たちとか、アフリカの栄養不良

ことになります。

の子供たちに、マンスリーサポートプログラムによる支援をと
そういうところへ、日本ユニセフ協会はかなりの額を、経費とし

か）、このコマーシャルを見ると心が痛みます。

て使っており、子供達への援助の割合が少ないと聞きました。私
ユニセフは、日本語で言うと「国際連合児童基金」となり、国際

は、迷いました。寄付したお金の多くが子供達への援助として使

連合総会の補助機関という位置付けだそうです。ユニセフの活動

われていないのならば、寄付を辞めようかとか。いやいや、60％

資金は、各国政府からの任意協力金と民間からの募金で成り立っ

位でも子供たちに使われるなら、それはそれで子供たちの為にな

ています。20 19 年度の総収入は 64 億 1, 2 0 0 万ドル、内訳は

るのだから、もって瞑すべきだろうとか。思い悩み、しばらくは

13 9 カ国の政府等から約 60%、民間部門から 23%（各国のユニ

寄付をしませんでした。しかし、テレビの子供たちを見るにつけ、

セフ、民間企業、個人の支援等）
、その他 17％となっています。

気にはなっていました。

日本では、公益財団法人日本ユニセフ協会が設立され、集められ

そこで、グジグジ考えていないで調べて見れば良いじゃないかと、

た募金は、ユニセフ本部に送金されています。私も、一時期は募

今更ながらに思いつきました。調べました。

金をしていましたが、あることを聞いてから募金をしなくなりま

2 0 2 0 年度、日本ユニセフ協会に寄せられた募金は、22 4 億

した。それは、募金のかなりの金額が、ユニセフの建物を建てた

88 万 32 1 円です。内訳は、個人による寄付が 84%、企業・団体・

り、給料、経費として使われている。というものでした。

学校からの寄付が 16％だそうです。収出内訳は、ユニセフ本部
への拠出金 1 8 6 億 2, 0 0 0 万円、募金の 83.1％にあたり。日

なぜ私がそういう事にこだわるかと言えば。私は、20 年ほど前

本国内の募金（領収書、寄付控除申請書類の印刷 • 発送費、振込・

から、熊本市内の「公益財団法人信友社」という団体の評議員を

決済）
・広報・アドボカシー活動のための事業費 17.2%。事務運

しています。信友社は昭和 49 年、熊本市在住の或る篤志家から

営費及び人件費 2.3％となっていました。

−１−

こう見てみると、そんなに無駄遣いをしているようには思えず、

■国際大会について報告

妥当な数字と思われます。これなら、世界中の子供たちの為に、

（小畑成司会員 )

今までの分も合わせて、ユニセフヘの寄付を再開しようと思って
います。

国際大会について報告

■幹事報告（幹事

福井

学)

■委員会報告
■クラブより

（青少年奉仕担当 宮川義行 )

１）
第１０回定例理事会報告。

アクト６月第２例会が昨夜 Zoom で行
われました。出席者は、櫻井会長、馬
氷会員、見学で田上君と私の４名でし
た。年度、最終例会ということで、
次年度の方針の確認をしました。

２）
本日例会後に、第２回次年度理事会が開催されます。

■今後の行事
第 36 回
2021

06 月 26 日（土）

地区ローターア
クト研修会

06 月 27 日（日）

熊本県

①次年度前半には次々年度の活動計画と予算決めをする。
②会員増強に努める。
③継承しやすい基盤作り
④地区内外クラブのつながりを強める
⑤パートナークラブの拡大
⑥合同例会の推進

阿蘇プラザホテル

阿蘇市
新着

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員 鈴木義親 )
ロータリー年度（2020 〜 2021）年度
も最終例会を残すのみとなりました。
今期も前年同様で新型コロナ対応に追
われ、クラブ例会中止、またクラブ事業計画の中断と相成りました。
クラブ会長、役員、会員の皆さま一年間ご苦労様でした。心より
感謝致します。
本日は過年度（5 周年、10 周年）のクラブ状況を披露し今昔の
クラブの変遷を知らしめておきたいと思います。

⑦経験した事を形として作りだす作業をする
活動予定としては
①例会を第 2、第 3 火曜日 20 時からとする
②異業種交流会を 4 半期に 1 回程度行う、その中でアクトメン
バー同士の交流をすすめ新入会員を招待。
③ロータリーの皆さんとの交流をすすめる。
以上の事が話し合われました。
今期アクトへの応援ありがとうございました。次年度も引き続き
応援よろしくお願いします。

■出席報告（出席・プログラム担当 杉本整哉 )

クラブ現況（5年度、10年度）

会員数
出席率
現在籍者（2021）
ビジター数
年会費
ビジター費
入会・退会者

月日

5年

10年

1989（平成元年4月）

1994（平成6年4月）

71名
ホームクラブ 76.20％
メークアップ 95.28％
8名
平均17.6名
（年間847名）
168,000円
2,000円
入会 10名
退会 △2名

75名
ホームクラブ 67.60％
メークアップ 98.06％
9名
平均19.3名

■委員会報告（パスト会長 古庄浩二 )

入会 8名
退会 △2名

06 月 02 日

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

休会

44
06 月 16 日 （免 4）
33
40
☆出席免除
06 月 09 日
住江正治 佐野 茂 島村徹男
鷲山法雲

82.50

■スマイル報告
（親睦・スマイル担当委員

松岡歩紗実 )

◎松本一也 13,000 円
結婚祝いのお花ありがとうございました。おかげ様
で干支が２周しました。来年の銀婚式を無事に迎え
られるように精進します。

クラブへの寄付金について挨拶
◎ 40 周年記念寄附金

会員数 出席者数

1,000,000 円

−２−

●クラブ管理運営委員長 山田公也 会員

◎山田公也 10,000 円
今日は気分爽快。だからスマイルします。

イ）親睦・スマイル担当 堀内健太郎 会員
コロナの影響によりほとんどの活動ができませ
んでした。
実行できた活動は、7 月の家族会と 10 月の家
族旅行、新入会員の歓迎会でした。

◎宮川義行 7,000 円
ワクチン接種終えられた方も多いと思います。私も
土曜日に第 1 回目を接種し、やっと痛みがおさまり
ました。いつの間にか誰もが接種しなければならな
い状況になり、もしかしたら製薬会社とアメリカの
利益のために人体実験されているんじゃないかとも
言われています。国にとって都合のいい情報しか流さないのは今や世界
共通に思えます。四つのテストの最初の真実かどうか、いい言葉ですね。
ロータリー精神が世界の行動指針になってほしいですね。

ロ）出席・プログラム担当 杉本整哉 会員
外部卓話として、
①熊本菊南 RC 上林様
②外国にルーツをもつ子供支援の竹村様
③ボイスメンタルセラピスト マリアボイス 本田様
④子供防犯スポーツ教室 坂本様
⑤ローターアクト地区代表 宮ノ原様

◎堤勝也 5,000 円

⑥熊本東南ローターアクトクラブ 櫻井様

誕生祝い有り難うございました。

ハ）会報・雑誌担当 沼田敏雄 会員（活動計画書
に準ずる）
◎松本繁 3,000 円
ニ）ロータリー情報委員長 潮谷愛一

昨日、コロナワクチン接種２回目終了しました。副

ロータリークラブは、100 年余、会員の親睦と
成長と社会貢献を目指してきました。
社会も SDG ｓと持続的な社会発展を目指すよう

反応がほどんとなく、ほっとしています。老人はあ
まり副反応が出ないとのことで、喜んでいいのか悪
いのか？

になり、これからもロータリーの活動を頑張り
ましょう！
◎松岡泰光 13,000 円
●会員増強委員長 吉田嘉昭 会員

今年度のスマイル目標の残金です。
（振込）

■クラブ協議会④「1 年の回顧」
●会計 永野昭一 会員
・今年度は、コロナ禍の影響で例会、奉仕活動も少なく、当初予算より
出費が少なくなっています。
・会計報告も、1 回のみと、当初予定していたより出来ませんでした。
・次年度に向けて、誰もができる会計事務を整備したいと思います。
（引き継ぎのスムーズ化）
●ＳＡＡ 松岡泰光 会員
年間で 34 回の例会開催でした、松本会長・福井幹
事にとっては物足りない 1 年だった思いますが、お
疲れ様でした。
予定していた年 2 回のくじ引き席決めとお土産（松
岡アサミ会員のクッキー）抽選会が開催できません
でした。
次年度は是非抽選会の開催とロータリー情報の充分な時間の確保をお願
いいたします。
1 年間スムーズな例会進行にご協力いただきありがとうございました。

1．会員数の状況
2020 年 6 月 42 名 2021 年 6 月 16 日現在 44 名
2020 年 11 月 25 日 武末会員入会（禰冨会員の推薦）
2021 年 2 月 24 日吉永会員入会（古庄会員，内田会員の推薦）
また、次年度早々に松本繁会員、古庄会員の推薦にて 1 名の入会がある
予定です。推薦者の皆様、ありがとうございます。
本年度会員増強目標 5 名以上→ 2 名増員（ 退会者 0)
2．活動方針
会員数の維持・増加は、今やクラブ存続の根幹であり、会員増強の意義
を踏まえて「新員の勧誘」
「会員の退会防止」に強く取り組む。
柔軟かつ革新的クラブ運営を行い、会員にとって魅力あるクラブを目指す。
3．活動報告
(1) 委員会卓話 8 月 26 日開催
① 2 7 2 0 地区 2020-2021 年度地区方針の説明
硯川昭ーカバナー，大庭由樹会員増強部門長，
四方美由紀会員増強・維持委員長
②会員増強ワークシートの説明（会員増強計画の立案に使用）
③クラブの健康度チェックについて
健康を維持し、病気を予防するには、定期的な健康診断が欠かせませ
ん。これと同じように、クラブが地域社会にとって大切な存在であり
続けるためには、クラブを定期的に診断して問題点を見つけ、その対
処法を探ることが極めて重要です。

−３−

健康チェックポイント
1: クラブでの経験
2: 奉仕と親睦
3: 会員増強
⇒ 診断と処方

会員増強はについて法人会員を募集したらどうかと思います。
・国際奉仕
国際奉仕委員会では 6 月に台湾で
調印式を予定していたが、台湾のコロナ状況で中止なりましたが

4：公共イメージ
5：運営

書面を郵送しどうにか調印式が出来ました。
・姉妹クラブ委員会
姉妹クラブである和歌山東南ロタリークラブ 50 周年のお祝
いに 4 月に予定していたが、コロナで延期となりましたが
1 〜 2 年後開催されるときは、大勢で参加したいと思います

④ラーニングセンターについて
マイロータリーの活用
⑤入会候補者情報プログラムの説明（新入会員探しのお手伝い）
入会に関心がある人がオンライン、移転・再入会希望者、ロータリアン
から情報提出を受け地区が入会者を紹介するプログラムである。日本で
は、まだこのツールが十分に使用されていない状況であるが今後、有効
な 1 つの手段である。

●長期戦略委員長 松本繁 会員
* 委員会開催
第 1 回 11 月 25 日 13 時 40 分から 熊本ホテルキャッスル九曜庵
全員出席 8 名

(2) 長期戦略委員会との連携 11 月 25 日開催
会員増強に関わる内容について連携

・退会防止に関する件 ・当クラブ創立 40 周年の件
40 周年度会長 中島祐爾会員（11 月 18 日の年次総会に
実行委員長 内田信行会員推薦 ( 後日、理事会にて決定 )

て決定） 、

●公共イメージ委員長 白石繁 会員
具体的には、広報のツールとして、姉妹クラブや友好クラプに配布する

＊第 1 週例会で熊本東南ロータリークラブの歌 “Joyful and Good”．“ 未来 ”
を交互に唱和 ( 古田哲朗サブソングリーダーの指揮により )

メンバー表を作成す
ることにし、予算も組んで頂いておりましたが、台湾を訪問して行うは
ずだった姉妹クラブ調印式ができませんでした。また、姉妹クラプ和歌
山東南クラブの訪問も最終的には中止と

◎この 1 年間コロナ禍の為、活発な委員会活動ができませんでした。
しかし、我がクラブは例会に出席すると、皆さん , コロナで大変なのに、
笑顔があふれ、心を和ませてくれました。やっぱり、ロータリーって

なり、メンバーリストを作成するまでに至りませんでした。
ただ、予算も組んでいただいておりましたので、会員増強等に利用でき
るように何とか今期

いいなぁと思いました。
また、我がクラブは、コロナ禍にあっても、元気あるクラブだと思い
ます。元気のバロメーターの一つである会員数では、日本全体の会員

内に作成したいと思っております。
●ロータリー財団委員長 村瀬直久 会員
（代理 堤勝也 会員）

数はかなり減少しています。(2021 年 3 月末 85,755 人、2020 年 3 月
末 88,700 人、マイナス 2,045 人、熊本県のロータリークラブも会員
数が減少している ) にもかかわらず、我がクラブは 2 名増えています。
とても喜ばしく思います。

2月1日
2020 年〜 21 年度補助金セミナー主席
（出席しないと、補助金申請ができない 松本会長と出席）

次期吉田会長年度も、
もう1年、
長期戦略委員長をやれとのことですが、
コロナワクチン接種により、コロナも収束に向かうと思われますので、
アフターコロナの熊本東南ロータリークラブのあるべき姿を皆様と語

4 月末
9月
１１月４日
１１月

自転車寄贈の為の地区補助金の申請
川原 瞳さん（グローバル補助金留学生）
イギリス マンチェスター大学 大学院 へ 出発
卓話
川崎誠治 ２７２０地区ロータリー財団部門長
ロータリー財団への寄付協力依頼

り合っていきたいと思います。

■点鐘

１１月末現在
１２人
３０８，
０００円
以上 12 月報告分
寄付金
6 月１日現在
延べ 15 人
641，900 円
今後ともよろしくお願いいたします。

●奉仕プロジェクト委員長 内田信行 会員
・職業奉仕委員会
東クラブと合同で駅前開発に職場訪間が出来ました。
・社会奉仕委員会
社会奉仕委員会行事予定はコロナの感染で全ての予定が中止となり
ました。
・青少年奉仕委員会
アクトは現在 2 名であるがリモートで例会は行つている

−４−

編集者

沼田敏雄

