
                                                                                          

 

本日の例会（第１７０７回）  １０／２６（水） 

◆３ＲＣ（錦・守山・名北）合同ガバナー公式訪問が行われます。 

◆ホスト 名古屋守山ＲＣ ◆会場 名古屋マリオットアソシアホテル 

 

次回の例会（第１７０８回）  １１／２（水） 

《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員 ロータリー財団委員会委員長 梶川 久雄君 

◆スピーカー  国際第 2760 地区ポリオ･プラス委員会 

                         委員長 加藤 浩一様 

◆題    名  ロータリー財団 100 周年を迎えて 

 

第１７０６回例会記録  １０／１９（水）晴 

◆司    会 古川 康司君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第 2760 地区 米山奨学委員会 

委員  磯部 徹様 

 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  1704 例会 

欠席会員数  １1 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  ２5 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  69.44％  出席率訂正  100％ 

 

会  長  挨  拶 
 会長 西脇 良一 

先日のガバナー補佐訪

問お疲れ様でした。昨日

今日と暑さが戻ってき

た感じです。先日又京都 

 

へ行ってきましたが、まだまだ紅葉が少なく、写真の方はお預

けで、食べてばかりの２日間でした。でもこれからは少しずつ、

寒くなって、綺麗な紅葉を見て楽しむことができ、又写真を積

極的に撮りに行き行きたいと思っています。寒暖の変化があり

ますので、皆様、風邪を引かないようにして頂きたいと思いま

す。 

 

幹 事 報 告 

1.今月は米山月間です。本日は、国際ロータリー第２７６０地

区米山奨学委員会委員 磯部 徹様をお招きしております。後程

月間に因みまして卓話をして頂きますので、よろしくお願い致

します。 

2.１０月２２日、２３日に開催されます「第４回ワールドフー

ド＋ふれ愛フェスタ」へご来場されました場合、メーキャップ

カードが発行されます。久屋大通公園＜もちの木広場＞及び＜

希望の広場＞の本部にて受け付けております。但し、メーキャ

ップカードは２日間通して、お１人１枚の発行です。 

3.来る１２月１０日（土）の家族忘年会のご案内及び出欠票を

同封致しましたので、１１月１１日（金）までにご提出くださ

い。尚、１２月１４日（水）の例会を変更して行いますので、

お間違えのないようお願い致します。 

4.ロータリー財団への寄付申込書（年間１８０ドル）を同封致

しましたので、１０月２８日（金）までにご提出ください。な

お分割寄付をご希望の方は、必ず分割額をご提示下さい。 

5.次回例会（１０/２６水）は、３ＲＣ合同服部ガバナー公式訪

問となっております。午後１２時３０分より名古屋マリオット

アソシアホテル（１７階「コスモス」）にて行います。会場が

変更になりますので、お間違えのないようお願い致します。 

 

 

2016-17年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

奉仕と親睦 
～相互理解・平和・笑顔～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．１６ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 



 

卓話  

｢米山記念奨学制度について｣ 

国際ロータリー第 2760 地区 米山奨学委員会 

委員  磯部 徹様 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山の予算規模は年間収入が 2015 年で 16.5 億、内訳は普通

寄付 4.2 億、特別寄付 11.6億、基本財産 50 億積立財産 25

億からの利子収入 0.7 億で、奨学金は 10.6 億です。奨学生は

日本全体で 750 名、愛知県はそのうち約 40 名です。2017

年は 48 名となります。地区の寄付金が多かった為です。奨学

金は学部課程が月額 10 万、修士・博士課程が月額 14 万です。

この金額は奨学生にとって大変に大きな金額です。従ってその

選考基準は厳しく、愛知県ではロータリ－クラブが指定した大

学 27校から教授により推薦された学生について面接を行いま

す。面接基準は，学業成績や日本語習得状況は大学推薦で信頼

出来るため、幅広い分野の人との交流を通じて、日本文化や日

本社会を理解し、

国際親善と奉仕

精神を理解して

頂く事が出来る

かにあります。米

山奨学金の最大

の特徴は「世話ク

ラブ・カウンセラ－制度」です。奨学生とロータリ－との関係

を大切にすることが重要なのです。2760 地区では

2016-2017 年度ガバナ－賞の達成基準の一つに米山寄付,ク

ラブ員一人当たり 2 万以上かつ特別寄付率が会員数の 80％以

上の達成があり,服部ガバナ－の米山に対する意気込みが伺え

ます。この寄付金は普通寄付，特別寄付ともに所得税の所得控

除又は税額控除を受ける事が出来ますし，法人からの寄付は全

額損金算入できます。また寄付をして頂いた方への感謝を込め、

感謝状やピンバッジの制度があります。 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー第 2760 地区米山奨学委員会 

委員 磯部 徹様 

米山の卓話、よろしくお願いします。 

尾関 正一君 

先日、星川さんに大変お世話になりました。 

伊藤 晋一君 

ゴルフ友の会 10 月例会にて優勝させていただきました。 

梅村 美知容さん 

北海道に行ってきました。紅葉がまっさかりでした。 

【地区米山奨学委員会委員 磯部 徹様、卓話宜しくお願いし

ます。】 

西脇 良一君 岩田 滿治君 古川 康司君 梶川 久雄君 

遠藤 友彦君 横井 尚啓君 横井  登君 玉置 正樹君 

西脇 多吉君 杉浦 定文君 梅村  篤君 宇都木 寧君 

柴山 利彌君 足立陽一郎君 小關 敏光君 石黒  勉君 

阿部 美男君 

香田 研二君 

 

梅田  渉君 

 

 

木村 雅一君 

 

加藤あつこさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


