
点鐘

合唱 それでこそロータリー

ビジター紹介

◎ 都 城 佐々木鴻昭 外山 勝

◎ 都城北 隅倉 啓造 樋口 正義

◎ 都城中央 なし

各氏

□ 会長の時間 井福 博文

皆さんの顔を見ながら親睦の歌を歌っておりま

す時、今日の例会は顔なじみのビジターやたくさ

んの会員の出席があって活気があり、頼もしい仲

間が沢山いると感じました。口蹄疫で県内の経済

が冷え込んでいる中、ロータリーの例会の時だけ

でも楽しく和やかにありたいものですね。そして

一日も早く口蹄疫の終息宣言が出されることを願

っています。

さて 2 日前の月曜日に Rotary 情報委員会の主

催でクラブの入会暦 3 年未満の比較的新しいロー

タリアンを集めて情報集会が行われました。主な

内容はロータリー財団・ロータリー米山記念奨学

会・都城地区ロータリークラブ教育振興基金への

理解と協力についてでした。その中でロータリー

財団はどれくらいの資金を持っているのか、どの

ように使われているのか、などの疑問や質問があ

りましたので、今日はロータリー財団の財務状況

についてお話いたします。本年度 9 ヶ月間の国際

ロータリーとロータリー財団の両組織において、

財務状況が引き続き改善していることの報告があ

ります。

米国リーマンブラザーズ証券の破綻依頼、依然

として金融市場は不安定ではありますが、今年度

は現時点で RI の投資収益は 1,700 万ドルにのぼ

り、2009 年度の損失額 1,210 万ドルを既に上回る

回復をしているようです。一方、財団の投資収益

は 9,200 万ドルに達しており、2009 年度の損失の

半分以上を取り戻していて、財団の運営予備金は、

現在 300 万ドルのプラスとなっております。

2009 年度 6 月末時点での 4,100 万ドルのマイナス

から大幅に改善し上昇しているとの報告がありま

す。またビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の寄

付に基づくロータリーの 2 億ドルのチャレンジ（日

本では第一段階として一人 3,000 円を 3 年間寄付す

ることになっている）にも既に 1 億 2,400 万ドルが

集まっており、目標達成に予想以上に早く近づいて

いるとのことです。

本年度の確定した決算報告はモントリオールで開

かれる国際大会で来月 6 月 21 日に報告される予定

になっています。その後 RI から地区を通して我々

のクラブにも報告があるものと思います、この報告

書を会員全員が自分たちの資金であるという関心を

持って見る必要があるでしょう。

ロータリー財団はロータリアンや他の団体・個人か

らの寄付など大きな資金を財団の投資諮問委員会や

ロータリー投資顧問によって投資運用しているわけ

ですから、その投資運営や財務管理には慎重な管理

が必要であるし、その結果の評価を我々がしていか

なければならないと思います。

以上ロータリー情報集会が行われたのに関してロ

ータリー財団の財務状況の近況報告をして本日の会

長の時間といたします。

■幹事報告 小坂泰一郎

○ ガバナー事務所…口蹄疫被害に対する

救済支援金について（お願い） 
ロータリー研究会について

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所……地区協議会資料（ＣＤ）

クラブ送金のしおり訂正について

○ 地区ﾛｰﾀﾘｰ情報広報…「地区情報-研修小委員会」

ｱﾝｹｰﾄの結果を地区のＨＰ掲載について案内

○ 山下ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐……ガバナー補佐最終

訪問日程について

○ 日向ＲＣ……創立５周年出席のお礼状

○ ﾛｰﾀﾘｰの友事務所…ﾛｰﾀﾘｰ手帳請求書

2010-2011 ロータリー手帳配布（注文者）
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○ 都城泉ヶ丘定時制…教育振興会総会の案内

6/17（木）18:00-中山荘

○ 九州プラネット……卓話利用のお願い 

■クラブ報告事項

＊４ＲＣ合同名簿→校正をお願いいたします。

＊クラブ協議会 6/2（水）18:30-中山荘

＊次年度クラブ協議会 6/9（水）18:30-中山荘

＊次年度委員長→事業計画提出のお願い 
5/27 締切

＊都城西高校ＩＡＣと合同→口蹄疫募金

5/29（土）14:00－17:00 ジャスコ都城店（早鈴）

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ５名

出席数 ４４＋２名

出席率 86.80％

前々回修正出席率 5/12 78.69％

前回修正出席率 5/19 78.18％

届出有 岩下 山下 福本 鬼束 中村静

盛田

ＭＵ有会員

5/21 都城

5/25 北

5/24 情報集会

なし

池田

山下 大吉 船木 前田 丸山

三坂 鎌田博 最勝寺 井福 小坂

木佐貫

ＭＵ無会員

5/12 中山 鬼束 福永直 串間 中村静

要ＭＵ会員

5/19 岩下 大吉 草水 串間 山浦

福本 高辺 中村静

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

大峯 学…ニコニコへ

丸山 照明…情報集会で勉強会ありがとうござい

ました

三坂 昭一…高橋君のホールインコンペでお世話

になりました。扇風機と掃除機が当た

りましたので

四季 勝…祝高橋君ホールコンペで２位となり

大賞品ありがとうございました

小坂泰一郎…5/29 口蹄疫被害基金の御協力をよろ

しくお願い致します。会員の皆様が５

分でも１０分でもジャスコに顔を見

せて頂ければとても嬉しいです

小坂泰一郎…大吉会員卓話有り難うございました

小坂泰一郎…船木会員 同じ 
小坂泰一郎…丸山会員 同じ 
小坂泰一郎…前田会員 同じ 
◎ 米山奨学会

井福 博文・高橋 五男・棈松 豊治・木佐貫鐵蔵

四季 勝・平川 靖三・馬渡 秀光・土持 修

上田やよい・大吉 利紀・船木 修一・藤岡 成学

…米山奨学会へ

◎ 教育振興基金

外山 俊明…教育振興基金へ

井福 博文… 同じ 
藤岡 成学… 同じ

◎ ロータリー財団

岩橋 辰也…ロータリー財団へ

大吉 利紀… 同じ 
船木 修一… 同じ 
大峯 学… 同じ 
上田やよい…少しですがよろしくお願い致します

◎今後のプログラム 予定

※変更があります。ご確認下さい。

６／２ 新世代担当

６／９ 社会奉仕担当

６／１６ 各委員会 事業報告①

６／２３ 各委員会 事業報告②

６／３０ 夜間お別れ例会…中山荘

会長・幹事退任あいさつ

5／26 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 10,800 382,198
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,933 98,844
ﾛｰﾀﾘｰ財団 21,400 322,580
米山奨学会 62,500 311,500
教育振興基金 18,000 178,000

竹と風の学校 76,290
＊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

ロータリー事務局 制作



■本日のプログラム

先日、第３回ロータリー情報集会を行いました。

ロータリー財団・米山奨学会について学びました。

特に米山奨学会においては、とても素晴らしく思い 
今後とも、協力していきたいと思います。


