
                                                                                          

本日の例会（第１７９９回）  １０／１０（水） 

《米山奨学生卓話》 

◆卓話紹介会員  米山記念奨学委員会 委員長 西脇 良一君 

◆スピーカー 米山奨学生 ビラ マルフさん 

 

次回の例会（第１８００回）  １０／１７（水） 

◆スピーカー  会員 西脇 良一 

◆題      名  「米山記念奨学会あれこれ」 

 

第１７９８回例会記録    １０/３（水）晴 

◆司   会 岩田 滿治君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  

R.I.第 2760 地区米山記念奨学委員会 副委員長  小栗 正章様 

会長ゲスト 西村 努様 

◆来訪者紹介 名古屋中 RC 阿部 博君 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  1796 例会 

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  80.00％  出席率訂正  92.59％ 

 

会  長  挨  拶 
            会長 杉浦 定文 

今日から 10 月とな

ります。本日は例会

終了後、祖父江職業

奉仕委員長のご尽力

により職業見学とし

て東別院の見学に参ります。普段は上れない山門にも上が

らせて頂けるということでとても楽しみにしております。 

さて先日の日曜日、日本列島はまたまた台風 24 号の通り道

となり各地で甚大な被害をもたらしました。被害にあわれ

た方には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。それ

に関連してですが今期の村井ガバナーは本業の他に気象予

報士の資格も持っておられるようです、気象予報士の資格

を取るのはかなりの難関だと聞いております。合格率約

５％の狭き門のようです。また国家資格であるにも関わら

ず、総人数は 1 万人もおりません。かつてはテレビでの天

気の解説ではお天気お姉さんが解説してくれていました。

そういう解説行為自体には免許入りませんが、最近ではテ

レビで解説しているお天気キャスターのほぼ１００％が気

象予報士の資格を持った方のようです。気象予報士という

のはこういう仕事の他にも、民間の気象予報会社に就職し

て独自のきめ細やかな予報を出すことができます。気象庁

の予報は大まかなので細かな気象情報を提供するのが民間

の気象予報会社です。日本には気象予報会社が最大手のウ

ェザーニュースを始めとして大小あわせて120ほどありま

す。民間の気象予報会社の顧客というのは船舶会社であっ

たり、航空会社であったりします。天気を細かく知ること

によって航海時の船舶の燃料代を抑えることに貢献し航海

時間の削減に役立ちます。また航空会社の飛行機が悪天候

を避けるのにきめ細かな気象情報が必要なのは言うまでも

ありません。また最近では自治体とも契約して気象庁では

できないAIつまり人工知能を用いて台風時の被害予測を出

したりしています。気象庁では 100 メートル四方単位では

予想は出来ませんが、民間の気象予報会社はそれにプラス

してAIでの経験則に基づいて予想を出しますのでかなりの

精度で地域の気象予測をピンポイントで出すことが可能と

なってきました。例えば最近のゲリラ豪雨は超局地的に降
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ります。栄で大雨が降っていると思ったら、同時刻の新栄

では全く雨は降っていなかった、ということはよくあるこ 

とです。そう言う予想も可能になってきました。気象予報

士の需要はこれからもますます多くなってくると思われま

す。何か今年は天災が多いような気がします。皆さんどう

ぞこれからもお気を付けくださいね。 

 

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２７

６０地区米山奨学委員会 副委員長 小栗 正章様をお招き

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．受付にて米山月間募金（２,０００円）を行っておりま

すので、ご協力お願い致します。 

３．先週、出欠票を配布させていただきましたが、来る１

１月１３日(火)は１４日(水)の例会を変更して、半田南ＲＣ

ホストにより２ＲＣ合同夜間例会及び懇親会が開催されま

す。当日は１６時４５分に当アパホテル名古屋錦 1 階 玄関

前(大津通)に集合、１７時００分にバスにて半田に向けて出

発します。出欠票は１０月１７日(水)までにご提出下さい。 

日 時  平成３０年１１月１３日(火) １６時４５分   

アパホテル名古屋錦 1 階玄関前（大津通） 

集合 時間厳守 

１７時００分   バスにて出発 

１８時３０分～２１時００分頃 例会・懇親会 

     懇親会終了後、バスにて帰路名古屋へ 

場 所  活き魚料理まるは食堂 りんくう常滑店 

      常滑市りんくう町３丁目９番地の５   

電話０５６９－３８－８１０８  

４．本日は職場見学会を行います。後程、祖父江職業奉仕

委員長より最終案内をしていただきます。ご参加の方はよ

ろしくお願い致します。  

 

委 員 会 報 告 

・職場見学会最終案内 （職業奉仕委員長 祖父江 佳乃） 

 

卓話 

「ロータリー米山記念奨学事業について」 

  R.I.第 2760 地区米山記念奨学委員会 副委員長 小栗 正章様 

 

 

 

 

 

 

 

日頃は米山記念奨学事業へのご理解とご協力を頂き、誠に

有り難うございます。また、名古屋名北ＲＣ様には、これ

までに奨学生１５名を受け入れて頂き、普通寄付金と特別

寄付金を合せて累計で３，４８０万円を今年の７月末まで

に頂戴しております。重ねて御礼申し上げます。 

米山記念奨学事業は１９５２年、日本最初のＲＣを設立し

た米山梅吉さんの功績を記念して設立された奨学制度で、

外国人留学生の方のみを対象としております。この奨学事

業は、設立６６周年を迎えました。なぜ外国人留学生かと

いうと、『二度と戦争の悲劇を繰り返さない為に国際親善と

世界平和に寄与したい』という当時のロータリアンたちの

強い願いがあった為です。 

事業規模の大きさを見ると、今年度の奨学生数は７８５人、

これまでの累計では、世界１２７の国と地域から２０，４

００人ほど受け入れています。出身国別では中国・韓国・

台湾の３カ国が約７割を占めます。収支については、２０

１７年度の収入合計が１５億円、支出合計が１４億円です

ので、財産増加額が１億円になっています。この中で特筆

すべきものは、２０１７年度の利子収入４，２００万円と

管理費５，０００万円です。基本財産の５０億円と、特別

積立財産の４１億円、流動資産などの１２億円を全部足し

た１０３億円の財産を、利回り０．４％で運用すると４，

２００万円となるので、それが利子収入になって管理費の

方へ流れていきます。利子収入で賄いきれない８００万円

の管理費のみ、皆様から頂戴する寄付金を使用させて頂い

ています。８００万円以外の寄付金は、奨学生に直接渡っ

ています。 

寄付には普通寄付金と特別寄付金の２種類があり、名古屋

名北ＲＣ様は普通寄付金として１人当たり年間５，０００

円を、事務局を通じて頂いております。この普通寄付金は、

年間７８５人の奨学生をお世話する為の安定財源になって

います。特別寄付金は個人・法人より任意で頂戴しており、

金額に決まりはありません。 

また、寄付に対しては表彰制度があり、個人では累計１０

万円のご寄付を頂くと米山功労者として表彰されます。 

さらに、税法上の優遇措置もあり、個人が寄付をした場合

は税額控除と所得控除のどちらかを選ぶことが出来ます。

税額控除は寄付額から２，０００円を引いた残りの４０％

の額、所得控除は寄付額から２，０００円を引いた残りに

所得税率（課税所得額により異なる）を掛けた額が、それ

ぞれ控除額となります。例えば、１万円を寄付したとする

と、税額控除では３，２００円、所得控除（所得税率が２

３％の場合）では１，８４０円となりますので、税額控除



の方が得だということになります。ただし、寄付金控除を

受ける為には税務署への確定申告が必要となります。また、 

法人として寄付された場合は、法人税額及び地方税額が軽

減されるという優遇措置があります。 

地区別の寄付実績をご覧頂くと、現在２７６０地区は個人

の平均寄付額では、全国３４地区の中で第２０位で、１３，

４９３円です。今年度は２０，０００円を目標にしていま

す。 

米山記念奨学委員会としては、国際奉仕事業の１つとして

米山奨学生を育てるということでやっております。芽が出

る（開花する）のに時間はかかりますが、引き続きご理解・

ご協力を賜りまして、皆様のお力で１人でも多く、未来に

架ける『平和の懸け橋』となる人材を国際社会へ送り出し

ていきたいと思っております。ぜひご支援を宜しくお願い

申し上げます。 

 

誕 生 日 

10/ 1  横井 登君      10/12 北村 紀子さん  

10/13 加島 光君     10/18 西脇 良一君  

10/21 小關 敏光君    10/27 梅村  篤君 

10/15 加藤 昌之君ご夫人 10/24 遠藤 友彦君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

10/3  西脇 良一君    10/21 星川 直志君  

10/21 入江 由希子さん   10/25 宇都木 寧君  

10/30 伊藤 晋一君 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

横井 登君    

誕生日を祝って頂いて。 

伊藤 晋一君    

結婚記念日を祝って頂いて！！ 

宇都木 寧君    

結婚記念日を祝って頂いて！！ 

祖父江 佳乃さん    

新潟三条ロータリーで卓話のご縁をいただきました。 

【本日は国際ロータリー第 2760 地区米山記念奨学委員会 

副委員長 小栗 正章様、そして西村様をお迎えしての例会で

す。よろしくお願いします。】 

― 職業奉仕委員会 職場見学会を実施 ― 
職場見学会：真宗大谷派名古屋別院（東別院） 

懇親会：フレンチレストラン「カルチェラタン」 

 

杉浦 定文君 尾關實津成君 尾関 正一君 梶川 久雄君 

塚本  隆君 岩田 滿治君 足立陽一郎君 加藤あつこさん 

平子 明資君 柴山  利彌君 星川 直志君 香田 研二君 

石黒  勉君 梅田  渉君 木村 雅一君 入江由希子さん 

阿部 美男君 

渡邉  泰彬君 

梅村  篤君 

小關 敏光君 

西脇 良一君 

 

吉村知紗さん 

 


