本日の行事予定 (2017 年 10 月 27 日)
第 3125 回例会
卓話担当：伊藤幸蔵君
演
題：「やさしい日本語」
合併号
先々回の記録（例会）
第 3123 回 ’17 年 10 月 6 日（金）晴れ
卓話担当：米山奨学委員長 幅辰雄君
講
師：地区米山奨学委員会
副委員長 小栗正章君
（名古屋和合ＲＣ）
委員 梅谷朋志君（一宮ＲＣ）
演
題：「ロータリー米山記念
奨学事業について」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 伊藤基君
会 員 総 数 67 名
9 月 15 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
6名
本日出席会員 53 名
MAKEUP 会 員
4名
本日の出席率 79.10％
訂 正 出 席 率 98.48％
超 過 出 席 伊藤誠君、浅井賢次君、寺島淳一
君、三谷栄一君、後藤務君(国際奉仕委員会)、佐
藤敬治君、杦田勝彦君、篠田廣君、猪飼充利君、
田中正明君、伊藤祥文君(社会奉仕委員会)、鈴木
吉男君、加藤泰一郎君、寺島淳一君(台北滬尾ＲＣ
ＧＧ事業視察)、相羽あつ子君(第 26 回津島東高校
ＩＡＣ例会)

会長挨拶
佐藤敬治会長
今月は、米山奨学月間です。
カズオ・イシグロ氏ノーベ
ル文学賞受賞おめでとうござ
います。1954 年に、日本人を
両親として長崎で生まれ、5
歳の時、海洋学者の父が英国政府に招かれたのを
機に家族で渡英。ケント大卒業後、ミュージシャ
ンを目指した時期もあった。イースト・アングリ
ア大大学院の創作学科に進み、批評家で作家のマ

ルカム・ブラッドベリの指導を受け、小説を書き
始めたと紹介されています。日本を題材とする作
品には、幼い頃過ごした長崎の状景や小津安二郎、
成瀬巳喜男ら 1950 年代の日本映画から作り上げ
た独特の日本像が反映されていると言われていま
す。日本の文学賞受賞者は川端康成、大江健三郎
に次いで 3 人目です。
代表作
『遠い山なみの光』1982 年 王立文学協会賞受賞。
被爆後の荒廃した長崎で結婚した女性を主人公
にした長編デビュー作。
『浮世の画家』1986 年 ウィットブレッド賞受賞。
長崎を連想させる架空の町を舞台にした。
『日の名残り』1989 年 ブッカー賞（英語圏最高
の文学賞）。伝統的な英国を老執事が語る。
『充たされざる者』1895 年 音楽家が体験した悪
魔のような日々を実験的に書いた。
『わたしたちが孤児だったころ』2000 年 1920～
30 年代のロンドンと上海を舞台にした。
『わたしを離さないで』2005 年 臓器提供者とな
るべく育てられたクローンたちの不条理な生を
つづり、映画・舞台化されて大きな話題を呼び
ました。
・映画 20 世紀フォックス
・ＴＶドラマ(綾瀬はるか) 最低の平均視聴率
6.8％
・舞台 2014 年 蜷川幸雄演出
『忘れられた巨人』2015 年 アーサー王の死後の
世界で、息子に会うために出発した老夫婦の旅
をファンタジーの要素を盛り込んで描いた。
スウェーデン化学者のアルフレッド・ノーベル
の遺産を、彼の意思に基づき設立されたノーベル
財団から「人類の福祉に最も貢献した人々に送ら
れるノーベル賞は、当初「物理学」「化学」「生
理学・医学」「文学」「平和」の 5 部門でしたが、
後に「経済学」が加わり 6 部門となりました。授
賞式は毎年、ノーベルの命日に当たる 12 月 10 日
に行われます。受賞者には、賞状と金のメダル、
賞金が贈られます。日本では、1949 年、湯川秀樹
博士（物理学賞）が日本人として初受賞し、今日
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まで 26 名の方が受賞されました。物理学賞が一番
多く 11 名、化学賞 7 名、生理学・医学賞 4 名、文
学賞 3 名、平和賞 1 名が受賞しておられます。

(名古屋昭和ＲＣ)と、梅谷朋志委員(一宮ＲＣ)を
お迎えして。
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事、
浅井彦治君、杦田勝彦君、住田正幸君、八谷潤一
君、山田勝弘君、山田公男君 カズオ・イシグロ
さん、ノーベル文学賞受賞おめでとうございます！
寺田晏章君 秋まつり、天候に恵まれ皆様のご協
力で無事盛大に終了致しました。
余郷利彦君 津島秋まつりが盛大に行われました。
寺田会長には大変ご苦労様でした。
伊藤祥文君 秋まつりでお世話になりました。
滝川林一君 投稿コーナーに載せちゃいました。
神谷里明君 10 月はピンクリボン月間です。40
歳以上の人、乳癌検診を受けましょう。市民病院
の照明もピンクになっています。
浅井彦治君 赤い羽根募金をよろしくお願い申し
上げます。
幅辰雄君 本日、卓話を担当します。よろしくお
願いいたします。
坂井裕君 今月、写真班をやらしていただきます。
伊藤幸蔵君 伊藤哲朗さんにワタシンゴルフでお
世話になりました。
宇佐美三郎君 神谷先生に大変お世話になりました。
松本浩義君 篠田さん、エージシュートおめでと
うございます。記念品ありがとうございます。
寺島淳一君、加藤隆朗君 ウィークリーに写真が
載りまして。
加藤則之君、田中正明君 その他。

幹事報告
猪飼充利幹事
① 本日例会終了後、2F にて 10
月度理事会を開催します。
役員・理事・委員長の方々
は出席をお願いします。
② 本日 18:00～、「65 周年実
行委員会」を名鉄グランド
ホテルにて開催します。
③ 14 日㈯17 時～、名鉄グランドホテルにて「創
立 65 周年記念例会・祝賀会」を開催します。
従って 13 日㈮は例会変更となります。
④ 13 日㈮18:00～、65 周年記念式典の通訳・米山
学友の尤銘煌(ユウ・ミン・ホァン)さんを囲む会を
名駅ミタニビル 8F「プライベートダイニング点
(ともる)」で開催します。
⑤ 10 月 14 日、15 日に「ワールドフード＋ふれ愛
フェスタ（ＷＦＦ）」が開催されます。当日ご
参加される方は事務局で￥2,000 のチケットを
入手して下さい。
⑥ 17 日㈫、西尾張分区親睦ゴルフ大会が愛知カン
ツリー倶楽部で開催されます。91 名 24 組の参
加とのことですが、当クラブからは、9 名の参
加予定です。
⑦ 10/20㈮の例会は、定款 7-1 により休会です。
⑧ 本日、『ロータリーの友』10 月号を配布、『ガ
バナー月信』『The Rotarian』10 月号を回覧し
ております。
⑨ 7 月に九州北部豪雨災害の義援金を送金したお
礼状が、福岡市の第 2700 地区ガバナー事務所
より届きました。全国のロータリアンから寄せ
られた 8,170 万円を超える義援金を福岡県に寄
託したとのことです。

卓 話
卓話担当：米山奨学委員長 幅辰雄君
講
師：地区米山奨学委員会
副委員長 小栗正章君
（名古屋和合ＲＣ）
委員 梅谷朋志君（一宮ＲＣ）
演
題：「ロータリー米山記念
奨学事業について」

ニコボックス報告

第 3123
回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、
猪飼充利幹事 ①本日の卓話
講師に地区米山記念奨学委員
会の小栗正章副委員長(名古屋
昭和ＲＣ)と、梅谷朋志委員(一
宮ＲＣ)をお迎えして。②幅辰
雄米山奨学委員長、本日の卓話よろしくお願いし
ます。③次回 10 月 14 日(土)は、津島ＲＣ創立 65
周年記念例会です。よろしくお願いします。
飯村理君、生田達一君、柴田伸彦君、長田一郎君、
中村陽介君、幅辰雄君、水野憲雄君、吉田康裕君
①地区米山記念奨学委員会の小栗正章副委員長

日頃は米山記念奨学事業へのご理解とご協力を
いただき、誠にありがとうございます。また、津
島ＲＣ様には、これまでに奨学生 9 名を受け入れ
ていただき、普通寄付金と特別寄付金を合せて累
計で 3,409 万円を今年の 8 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
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ております。この奨学事業は、設立 65 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ために国際親善と世界
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ためです。
事業規模の大きさを見ると、
今年度の奨学生数は 793 人、こ
れまでの累計では、世界 125 の
国と地域から 19,800 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 2015 年度と 2016 年度との比較では、収入合計
が 16 億円から 15 億円に、支出合計が 13 億円から
14 億円ですので、財産増加額が 3 億円から 1 億円
になっています。この中で特筆すべきものは、2016
年度の利子収入 5,000 万円と管理費 6,600 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 11 億円を全部足した 102 億円
の財産を、利回り 0.5％で運用すると 5,000 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
1,600 万円の管理費のみ、皆様から頂戴する寄付
金を使用させていただいています。1,600 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、津島ＲＣ様は普通寄付金として 1 人当たり年
間 5,000 円を、事務局を通じていただいておりま
す。この普通寄付金は、年間 793 人の奨学生をお
世話するため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 万円のご寄付をいただくと米山功労者
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
ぶことができます。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 23％
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
金控除を受けるため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いただくと、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 14 位で、14,567 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。ぜひご支援をよろし
くお願い申し上げます。
誕生日祝福（10 月）
鶴見治貞親睦活動委員
野々山勝也君（12 日）
柴田 伸彦君（13 日）
小林 啓子君（19 日）
加藤泰一郎君（24 日）
寺島 淳一君（25 日）
夫人
猪飼充利夫人(10 日)
宇佐美三郎夫人(20 日)

八谷潤一夫人(26 日)

結婚記念日祝福
前田昭生君（ 7 日）
後藤 亨君（10 日）
寺島淳一君（10 日）
高木輝和君（16 日）
児玉 昭君（19 日）
稲垣宏高君（25 日）
山本達彦君（30 日）

八谷潤一君（ 8 日）
加藤泰一郎君（10 日）
中野義光君（12 日）
宅見康悦君（18 日）
山田勝弘君（23 日）
後藤 務君（27 日）
杦田勝彦君（31 日)

その他
司会をさ
せていた
だきます

伊藤哲朗副会長
宅見康悦会場委員
会報に投稿コ
ーナーをつく
りました

ソングリーダーの 山本達彦広報委員長
伊藤基君

-3第 3125 回例会

当ロータリークラブが創立 65 周年を迎えるこ
とを契機として、今後 70 年、80 年に向けて、会
員一同不断の努力でより一層の飛躍発展をなし、
次の世代に引き継いでいくことをお誓い申し上げ
ます。
今後とも、より一層の皆様方のご指導、ご支援
をいただきますようお願いいたします。

先回の記録（例会）
第 3124 回 ’17 年 10 月 14 日（土）晴れ
≪津島ＲＣ創立 65 周年記念例会・祝賀会≫
名鉄グランドホテル 11 階「柏の間」

ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」
「津島ロータリークラブの歌」
「手に手つないで」
ソングリーダー 寺島淳一君、伊藤哲朗君、
浅井彦治君
会 員 総 数 67 名
9 月 22 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 16 名
本日出席会員 52 名
MAKEUP 会 員
11 名
本日の出席率 77.76％
訂正出席率
100％
超 過 出 席 稲垣宏高君、伊藤雅昭君、水野憲
雄君、佐藤敬治君（職業奉仕委員会）

会長挨拶
佐藤敬治会長
津 島 ロー タリ ー クラ ブ
創立 65 周年記念例会・祝
賀会を開催するにあたり、
公私とも大変お忙しいと
ころ、多くの方にご臨席を
賜り、誠にありがとうござ
います。日頃、格別なるご
協力をいただいておりま
す日比一昭津島市長様、日永貴章愛西市長様、第
2760 地区ガバナー補佐、はるばる台北の地から多
数のメンバーと共に来ていただきました台北滬尾
ロータリークラブの張碧瑤(チャン・ピーヤオ)会長様
はじめ、ご来賓の皆様には、常日頃、津島ロータ
リークラブに格別なるご支援、ご厚情をいただい
ていますこと、高い席からではありますが厚くお
礼申しあげます。
津島ロータリークラブは 1953 年(昭和 28 年 6
月 5 日)、津島地域を代表とするメンバーの 22 名
が一宮ロータリークラブのスポンサーを得て、県
下 6 番目のクラブとして発足しました。現在では
67 名を擁する伝統あるクラブとして成長してま
いりました。65 年という長い歴史と伝統は、ひと
言で語れるものではありません。これもひとえに、
多くの関係各位の温かいご指導ご支援の賜物であ
ります。また、今日までクラブ発展のためご尽力
いただきました歴代の会長はじめ諸先輩方のご努
力の積み重ねであります。この足跡、御苦労に対
しましても心から敬意を表します。
昨年 4 月のＲＩ規定審議会において、ロータリ
ーの方針の見直しが行われ、クラブ運営に大幅な
柔軟性を認める決定がなされました。当クラブと
致しましても中長期的にも柔軟性をもって、運営
していく必要性があろうかと考えます。

65 周年実行特別委員長挨拶
寺田晏章委員長
津島ロータリークラブが、
地区、分区、地域の皆様の温
かいご支援と先輩会員、現役
会員のたゆまぬ精進により、
本年創立 65 周年を迎えるこ
とができましたことに一同心
より喜びを感じております。
昨今の時世の大きなうねりの中にあっても、
「奉
仕の精神」を忘れずにロータリー活動に努めてい
かなければなりません。本年度は「奉仕を通じて
ロータリー活動に楽しみを見い出そう」を念頭に、
奉仕活動を展開し、65 周年の記念事業として三点
の事業を実施いたしました。
第一に、全国に車椅子を必要とされる人が 220
万人以上いると言われており、津島市と愛西市に
車椅子をそれぞれ 5 台ずつ寄贈させていただきま
した。
第二に、毎年行っておりますが、津島市立図書
館と愛西市中央図書館に、地域に関連した図書を
寄贈しました。
第三に、500 年以上の歴史がある華麗な祭礼と
して全国に知られる尾張津島天王祭が、このたび
ユネスコの無形文化遺産に登録された記念として、
その詳しい解説書『天王まつり』を発刊いたしま
した。
津島ロータリークラブも創立 65 周年記念例会
を大きな節目として、今後一層地域に密着した奉
仕活動を展開し、来たるべき 70 年、80 年に向か
って一歩一歩着実に進んでいく覚悟でございます
ので、今後ともさらに皆様方のご指導、ご支援を
いただきますようお願い申し上げます。
来賓祝辞

津島市長
日比一昭様

愛西市長
日永貴章様

西尾張分区ガバナー
補佐 西村利夫様
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