
本日の例会 （第１８７３回）　　　１０／１４　　（水） ◆社会奉仕月間卓話　◆スピーカー　玉置　正樹君

次回の例会 （第１８７４回） １０／２８ （水） ◆新会員職業紹介　　 ◆スピーカー　林　　　  功君

１０月２１日 （水） は定款第６条第１節Ｃ項により休会です。

第１８７２回例会記録　１０／７ （水）　◆司会　吉村　知紗さん　◆斉唱　君が代　ＲＳ／奉仕の理想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆ゲスト紹介　米山記念奨学委員会　米山委員　市岡　正蔵様　米山奨学生　韓　鈺さん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆会長ゲスト　浅林　淑子様　　　　　
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会長 ： 遠藤 友彦　幹事 ： 渡邉 泰彬　会報 ： 塚本   隆　題字 ： 遠藤 友彦

前回は、 美しい花のブーケや高価なバッグを頂き有難うございました。今日はもったいないの

で家に置いてきました。 １０月はＲＣにおいては米山月間です。 委員長の加藤あつこさんから

委員の市岡様をお迎えし、 スピーチをしていただきます。

１０月は祭りの季節です。

いつも栄を中心に行列する名古屋まつりはコロナの影響でどうなるでしょうか。

村の鎭守のお祭りは、 名古屋市になってからも毎年各地で賑わいますが自粛でしょうか。

今年は三密を避け、 私の町 （中切町） の鎭守神明社は神主さんが神前で祝詞をあげ奉賛

会の役員が代表で参拝するだけだそうです。 祭りの後の直会も中止、 太鼓や笛のお囃子も

子供たちの連獅子のワッショイも聞かれません。 それよりも、 獅子をかぶる子どもたちがいない

町も多くなりました。 少子化は深刻です。ＲＩ会長鼻眼鏡のポルガー ・ クナール氏は、 「皆が集

まること together」 を申されました。 今はやりの 「go to together」 です。ロータリアンぐらいは、

会員を増強し三密に配慮し一人でも多く集まり友情の輪を広げたいものです。

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地区米山記念奨学委員会　米山委員　市岡　正蔵様をお招きしてお

　　ります。 後程月間に因みまして卓話をしていただきますので、 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．来る１１月１７日 （火） は１８日 （水） 例会を変更して、 半田南ＲＣホストによる、 ２ＲＣ合同夜間例会及び懇親会の予定でしたが、

　　新型コロナウイルスの感染防止、参加者の健康 ・ 安全面を第一に考慮した結果、 合同例会を中止させていただくことになりまし

　　た。 ご理解のほど宜しくお願い致します。 従いまして、 １１月１８日 （水） は休会となります。

4．会員の梅田　渉君の会社の住所と電話番号が変更になりましたので、 下記のご確認をお願い致します。

　 株式会社　テスク　〒４６０－０００８　名古屋市中区栄一丁目１８番１９号　 ＴＥＬ： ０５２－２２２－１０００　 ＦＡＸ： ０５２－２２２－００９９

5．１０月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が 1 ドル 105 円 （9 月 ： 106 円） に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局

　　より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。
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～今までも、 これからも～

会長挨拶　　　　　
　　　　　　　　　　会長　遠藤　友彦

Greetings from the President
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会員数   ３４名　 前々回訂正　　 １８７０例会

欠席会員数    ５名　欠席会員      　　  ４名中

出席会員数       ２９名　 MAKE UP             ０名

出席率 　　　 ８５.２９％　 出席率訂正    　 ８６.２１％

出 席 報 告



米山記念奨学委員会

　　　　　　　 委員　　市岡　正蔵様

Table Speech

日頃は米山奨学事業に多大なるご支援をいただきありがとうございます。

名古屋名北ＲＣ様におかれましては累計で３５００万円のご寄付を賜り、今までに１６名の奨学生

を引き受けて頂いております。 また、 今年度も中国からの留学生 「韓鈺さん」 がお世話にな

っています。 重ねて御礼申し上げます。 今年度の米山奨学事業は、新型コロナウイルス感染

拡防止の影響を受け、イレギュラーの連続です。例年華々しく４月に開催される新規米山奨学

生オリエンテーションも国のコロナ情報により中止せざる得なくなり、 初めて 「書面」 に依るオ

リエンテーションを行いました。そして誰とも会うこともなく、各クラブが世話クラブとしてスタート

しました。 米山奨学事業の歴史の中では初めてのことと思います。 米山奨学事業の称号にな

っている米山梅吉さんは、 １９５２年、 日本最初のＲＣ創立に貢献した実業家です。

そしてこの奨学制度は、 最初から外国人留学生の方みを対象としており設立６８周年を迎えま

した。 なぜ外国人なのかというと、 その目的は二つあります。 １つは 「将来日本と世界を結ぶ

架け橋となって国際社会で活躍する人材を育てること」 もう１つは 「ロータリアンとの心の交流

を計ること」 です。 つまりこれは、世界平和への願いを込めた国際親善の 「民間外交」 と言えます。 米山は、 外国人留学生を対象と

する民間の奨学金では国内最大規模で、 年間１４億円ほど、 集まります。 今年４月からスタートした２０２０学年度は、日本全国で８８３人

が、 各ＲＣでお世話になっています。 累計では世界１２９の国と地域から２万１,０００人ほど支援しています。 出身国別では、 中国、 韓国、

台湾が多いですが、 最近ではベトナムの奨学生が急増しており、 中国に次いで多くを占めています。 重要なのは、 この制度のすべて

は皆様から頂戴する寄付金で成り立っているということです。 寄付金には、 「普通寄付金」 と 「特別寄付金」 の２種類があります。

名古屋名北ロータリー様から普通寄付金として一人当たり年間５０００円を、 事務局を通じて頂いております。普通寄付金は、 年間８８３人

の奨学生をお世話するための、安定財源となっています。 特別寄付金は個人 ・ 法人より頂戴しており、 金額に決まりはありません。 特典

といたしましては、 ロータリーは公益財団法人ですので、 寄付をすれば税金が控除されます。 そして表彰制度もあります。 また一昨年

より、 個人５００万円 ・ 企業１０００万円の寄付で 「紺綬褒章」 を授与されるようになりました。 ぜひご一考頂きますようお願い致します。

さて、 来年 （２０２１年） ６月は台北でロータリー国際大会が開催されます。 台北国際大会では、米山奨学会ブースを出展し、 日本のロ

ータリーの誇る米山記念奨学事業を世界にＰＲする予定です。 国際大会に行かれる方は、 是非こちらにもご参加、 お立ち寄りください。

米山記念奨学委員会としましては、 国際奉仕事業の一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。 芽がでるのに時間はか

かりますが、 引き続きご理解 ・ ご協力を賜りまして、 皆様のお力で一人でも多く、 未来に架ける 「平和の架け橋」 となる 「人材」 を国

際社会へ送り出していきたいと思っています。 ぜひご支援を宜しくお願い申し上げます。

ニ コ ボ ッ ク ス

梅村美知容さん　 本日浅林淑子さんゲストで参加します。よろ

　　　　　　　　　　　しくお願い致します。

遠藤　 友彦君　 おばあの誕生日を祝ってもらって。

加藤あつこさん　 地区米山委員の市岡様お忙しいところ卓話

　　　　　　　　　　　の講師ありがとうございます。よろしくお願い申

　　　　　　　　　　　しあげます。

伊藤　　晋一君　　結婚記念日を祝って頂いて‼

平子　明資君　 杉浦　定文君　 近藤　　 朗君　 加藤　昌之君

渡邉　泰彬君 　西脇　良一君　 岩田　滿治君　 尾関　正一君

河東　広樹君　 塚本　　隆君　 市岡　正蔵様　 梶川　久雄君

尾關實津成君　 梅村　　篤君　 柴山　利彌君　 足立陽一郎君

西村　　努君　 玉置　正樹君　 吉村知紗さん   入江由希子さん　 

林　　　　功君　 加島　　光君　 石黒　　　勉君　 祖父江佳乃さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

米山奨学生　韓　鈺さん

Ｂｉｒｔｈｄａｙ＆Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

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

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　１０／２７　梅村　 　篤君

１０／１５　加藤　昌之君ご夫人　１０／２４　遠藤　友彦君ご夫人

配 偶 者 誕 生 日

会 員 誕 生 日■

■

■


