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本日の行事予定 (2016 年 10 月 21 日) 

第 3081 回例会 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：元ＣＢＣ高山開発㈱常務取締役 

       佐藤英夫氏 

演  題：「新聞のコラムから」 

 
第 3080 回 ’16 年 10 月 14 日（金）晴れ 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 宇佐美三郎君 

講  師：地区米山奨学委員長 

      金田英和君(名古屋東山ＲＣ) 

演  題：「米山記念奨学事業について」 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー  飯村理君 
会 員 総 数  67名    9月 16日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  59名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 88.06％    訂 正出席 率 98.44％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、田中正明君 (ガバナ
ー公式訪問例会・会長幹事懇談会) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

今月は米山月間です。現

在、正式名称「公益財団

法人ロータリー米山記念

奨学会」となっているこ

の組織は、我が国が誇る

世界に官たる外国人留学

生支援事業です。その精神は二度と戦争の悲劇を

起こさないための国際親善と世界平和に寄与した

いという先輩たちの心から生まれたものだと思い

ます。システムも規模も素晴らしい内容でありま

す。当ロータリーが世話クラブとなり、三谷直前

会長がカウンセラーを務められた 2003 年 4 月〜

2004年 3月の米山奨学生の尤銘煌君は、現在山形

大学基盤教育院准教授で活躍されていますが、当

会では顔なじみとなり、米山学友の初代よねやま

親善大使にもなられて活躍されたことはご存知の

方が多いと思います。父親譲りの親日家の家庭で

生まれ、徴兵の経験や留学を通じ数々の経験をし

ながらお父さんとの死別を乗り越え現在に至って

います。その彼の言葉を紹介したいと思います。 

「山形大学で約 9 年間、中国、韓国、台湾の留学

生を教えてきました。せっかく留学生たちと日本

人学生皆が仲良くなってきたのに、ヤギしかいな

い離島、普段完全に無視されている離島によって

日本が最も仲良くしなくてはいけない中国、韓国、

台湾と紛争を起こして友好に影を落としました。

この四ヵ国の若者の教育者として非常に悔しく思

っております。現在の状況からみると、日本は中

国、韓国、台湾との国際交流の重要性は、ますま

す大事になっていくと確信しています。政治家で

はない私には、国の政治問題を超えた草の根の交

流に、さらに力を入れることしかできませんが、

一生懸命頑張りたいと考えております。早く仲良

くなれるよう心から祈っています」 

ロータリー米山記念奨学事業の目的とする世界

平和に向けたメッセージを受けますと本事業の重

要性が感じられ、今後も参加の輪が広がることを

祈りたい気持ちになります。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、皆様にご案内をお

配りさせていただいて

おりますが、11月 4日は

例会変更となります。前

日の 11 月 3 日、文化の

日の地区補助金事業「縁側茶会」となります

ので、お間違えのなきよう、11月 3日午後 12

時半より津島神社参集所にて開催となります。

ご出席いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 本日、11月 6日の地区大会のご案内をお配り

させていただきました。出席義務者の方はご

出席のほどよろしくお願い申し上げます。 



     

 

- 2 - 

第 3081 回例会                                                               

 10 月 15 日(土)、青少年交換オリエンテーシ

ョンが開催されます。青少年交換帰国生の中

西里緒さんが参加されます。 

 10 月 16 日(日)、ＲＬＩが開催されます。佐

藤敬治さんにご出席いただきます。 

 10 月 18 日(火)、魚しまにてパスト会長会議

を開催します。関係の方はご出席をお願いし

ます。 

 
ニコボックス報告 第 3080回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

金田英和地区米山記念奨

学委員会委員長（名古屋

東山ＲＣ） 今日は貴重

な時間をありがとうござ

います。米山へのご支援

いつもありがとうござい

ます。 

浅井彦治会長、加藤則之

副会長、田中正明幹事 

地区米山記念奨学委員会の金田委員長をお迎えし

て。 

宇佐美三郎君 ①金田委員長をお迎えして。②本

日卓話を担当します。 

小林啓子君 今月司会をいたします。何卒よろし

く。 

伊藤幸蔵君 ロータリーゴルフ、優勝しました。 

篠田廣君 ①ゴルフで入賞しました。ご祝儀たく

さんいただきました。 

後藤務君 ①国府宮神社に大提灯寄贈の記事が出

ました。②タイの国王が亡くなりました。混乱が

起きないよう願っています。 

浅井賢次君 ①大変涼しくなり運動等活動的な時

期になりました。②台湾高雄から来客あり、楽し

い時を過ごしました。 

伊藤雅昭君 浅井賢次さんに天王川でお世話にな

りました。 

中野義光君、加藤隆朗君 津島警察署が逮捕術で

優勝しました。おめでとうございます。 

宅見康悦君 今日も元気で出席しました。 

余郷利彦君 松崎先生に大変お世話になりました。 

松崎安孝君 多くの方々のご面倒を診させていた

だき、社会奉仕しています。余郷さん、山田さん

にはお世話になりました。 

坂井裕君 ＷＦＦのチケットをいただきました。 

住田正幸君 ニコＢＯＸの仲間にはお世話になり

っぱなしで…。 

高木輝和君 伊藤幸蔵君と服部貴君がタイの国王

の葬儀に向かったらしい？ 

伊藤哲朗君、寺島淳一君、山田勝弘君、山田公男

君、吉田康裕君 卓球女子Ｗ杯シングルスの平野

美宇（16才）優勝、日本女子オープンゴルフ選手

権アマチュアの畑岡奈紗（17才）優勝、若手女性

の活躍を祝して。 

生田達一君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、小林啓子

君、佐藤敬治君、篠田廣君、中村陽介君、野々山

勝也君、山田章博君 ボブ・ディラン氏のノーベ

ル文学賞受賞を祝して。 

横井知代君 その他。 

 
卓 話 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 宇佐美三郎君 

講  師：地区米山奨学委員長 

      金田英和君(名古屋東山ＲＣ) 

演  題：「米山記念奨学事業について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。今月は「米山月間」です。

平素はロータリアンの皆様の大変温かいご支援ご

協力に対しまして、心から感謝申し上げます。お

かげさまで全国の寄付額が 15億 7,738万円と、12

年ぶりに 15 億円を超えました。2016 年度は 740

人の奨学生を採用しましたが、2017年度は 780人

の採用数と増やすことができました。 

当地区においては、40 人採用から 48 人採用に

増えることになります。この愛知からより多くの

「平和への架け橋」がかけられますことを、皆様

に重ねて感謝申し上げます。これも当地区の寄付

額合計が 2億 1,409 万円と全国第 1位となったお

かげです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人平均寄付額 TOP3 

１ 第 2760地区：44,399円 

 ２ 第 2590地区：29,519円(横浜市、川崎市) 

 ３ 第 2770地区：26,870円(埼玉県東部) 

 

個人平均寄付額の前年度比伸び率 TOR3 

１ 第 2760地区：213.3％ 

 ２ 第 2750地区：137.2％(東京都西南部) 

 ３ 第 2800地区：121.4％(山形県) 

【地区別の個人平均寄付額】 
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名古屋名東ＲＣの坂本さん、が毎年多額の寄付

をしてくださいます。昨年度は会社の株をくださ

いまして、その配当が毎年入ります。名古屋名南

ＲＣからも 1億円の寄付がありまして、2760地区

はダントツになっているわけです。 

ただし、特別寄付は 31.3％で、全国 21 番目と

なります。今年度も皆さんへの広報活動に力を注

いでまいりますので、ご指導ご協力をよろしくお

願いします。 

当地区には 83クラブありますが、奨学生 1人に

対して 1つの世話クラブがありますので、2／3近

くのクラブに世話クラブをお願いしなければいけ

ないわけです。1月の面接の後、地区委員会で(米

山奨学生の)合格者を決めて、あちこちのクラブに

お願いしています。中には周年行事があるとか、

いろいろ辞退されることもありますが、なんとか

ぜひ快く引き受けていただきたいと思います。先

ほど、台湾出身の学友のことを聞きましたが、卒

業した後も絆がつながっていくというのは、米山

の本当の目的なんですね。その点、津島ＲＣさん

は素晴らしいなと思います。 

 奨学生が卒業して帰国すると 2～3 年は連絡が

とれるんですが、4～5年たつとメールしても返答

がなくなってきたりしますので、そういうことが

ないようにしていただきたい。それが世界平和に

もつながっていくと考えております。なぜ米山が

世界平和なのかというと、世話クラブに派遣する

ことでロータリアンの皆さんと交流ができること、

これが一番彼らも喜んでいることです。人生の先

輩の皆さんに指導していただいたり、助言や就職

のお世話をいただいたり、感謝の気持ちを持って

います。 

米山はすでに私費で留学している学生です。大

学 2、3年生が対象になります。私費で日本に留学

しているので、日本が大好きな学生ばかりです。

愛知県に毎年 6,000 人ぐらい留学生が来ますが、

その 60％が中国からきています。大学の担当教授

から優秀な学生の推薦をいただき、毎年 100 人ぐ

らいの候補者の中から奨学生が選ばれます。その

うちの 3割が中国人です。 

 地区委員会は何をやっているかというと、主役

のロータリアンと奨学生の交流の場をつくるサポ

ート役をします。3 月の卒業式、4 月の入学式、6

月に春の研修で学生たちが企業訪問します。昨年

はカリモク家具を見学しました。7 月に大学担当

者を集めて来年の奨学生採用枠の説明、9 月に委

員長会議、10月にカウンセラー会議、11月は秋の

研修会で、昨年は京都へ行きました。12月は忘年

会を行います。 

奨学生が卒業して学友となり米山事業の真価が

問われます。米山学友との絆を大切にしてくださ

い。将来のロータリアン候補生です。 

では、昨年 1 年間の活動の様子をＤＶＤで見てい

ただきます。学生たちの生の声を聞くことができ

ます。 

 

 

 

第 3 回米山

功労者マル

チプルが、

金田地区委

員長から加藤隆朗君

に渡されました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上鰻丼の翌週は 

カレーライス!? 
 

↑毎週のストレッチ効果

かな？ 結構みんな体

がやわらかいですね～。 

中野義光親睦活動

委員より出席報告 
 

加藤則之副会長 
 

吉田康裕君の 

ストレッチ体操 
 

司会の 

小林啓子会場委員 
 

飯村理君、 

ソングリー

ダーとして

元気よく歌

ってます。 

    → 
 

ＤＶＤ上映 
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次回例会 

 第 3082 回 ’16 年 11 月 3 日(木・祝） 

≪地区補助金事業≫ 
「気軽に楽しもう 縁側茶会」 

例 会：12：30～ 
 場 所：津島神社参集所「松の間」 

 
※茶 会：10：00～15：00 

  演 芸：10：10～15：00 
  ところ：津島神社参集所・堀田家住宅 
  

 

お知らせ 
■ＷＦＦ(ワールドフード＋ふれ愛フェスタ） 
 と き：10月 22、23日（10時～17時） 
 ところ：名古屋・栄久屋大通公園 
 その他：会場本部にて、メークアップ 

カードを配布しています。 
 
■台北滬尾ＲＣ姉妹締結更新式典 
 と き：10月 27日（木）18：30 
 ところ：台湾台北吉品海鮮レストラン 3F 
 その他：津島ＲＣより 10名出席 
 
■休会 
 10 月 28日（金）定款 6-1 
 
■津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：10月 28日（金）16：00 
 ところ：津島東高校北館 2中教室 
 
■地区大会 

 と き：11月 6日（日）10：00～ 

 ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

■地区大会二次会 

 と き：11月 6日（日）17：30～ 

 ところ：プライベートダイニング「点」 

 

■次々回例会 

第 3083 回例会 ’16 年 11 月 11 日（金） 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 

飯村理君 

講  師：地区ロータリー財団・奨学基金 

      平和フェローシップ委員会委員長 

      長谷川龍伸君 

演  題：「ロータリー財団 

100 周年を迎えて」 

 
■クリスマス試食会（親睦活動委員会） 
 と き：11月 14日（月）18：00 
 ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

  
11月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 11/7 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 11/9 水 名鉄グランドホテル 

名古屋和合 RC 11/9 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋大須 RC 11/10 木 名古屋東急ホテル 

名古屋みなと RC 11/11 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋名南 RC 11/15 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

尾張中央 RC 11/16 水 名鉄グランドホテル 

一宮中央 RC 11/16 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

一宮 RC 11/17 木 一宮商工会議所㌱ 

一宮北 RC 11/18 金 一宮商工会議所㌱ 

尾西 RC 11/21 月 尾西信用金庫本店 

名古屋空港 RC 11/21 月 キャッスルプラザ 

名古屋大須 RC 11/24 木 名古屋東急ホテル 

名古屋北 RC 11/25 金 名古屋東急ホテル 

名古屋東南 RC 11/30 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

11月のメニュー 

11月 11日(金) ちらし寿し・吸い物 

11月 18日(金) ミックスフライ・茶碗蒸し 

11月 25日(金) 割子弁当  

例会変更 11 月 4 日(金) 


