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今週のプログラム 

ガバナー公式訪問 

12：30 

1.点 鐘         会長 佐藤 信也 

2.ロータリーソング斉唱 

3.幹事報告        幹事 羽鳥 鋭一 

4.委員会報告 

5.クラブ研修          伊藤 正人         

6.出席報告 

7.点 鐘 

13：30 

ご発表頂きたいと、ご指導頂きましたので、各委員

会委員長は、このご指導に沿った方向で、委員会委

員長は、このご指導に沿った方向で、ご発表頂きた

く、お願い致します。 

いよいよ次週に迫りました、ガバナー公式訪問です

が、千葉県で最後の、84番目の公式訪問となります。 

最後を飾るガバナー公式訪問となります様、会員の

皆様のご協力を、あらためてお願い致します。 

さて私事になりますが、昨日、愛知県の大村知事が、

ご視察にお越し下さいました。河村名古屋市長、議

員団の皆様に続いての、ご視察となられます。 

テレビの討論会等にも、数多くご出演され、知名度

の高い知事です。 

同行された県庁の職員の方々は、ピリピリされてお

られましたが、知事は大変気さくな方で、色々な動

物達を興味深く、ご覧になられておりました。 

シャチキスもして頂き、大変ご満悦頂いた様です。 

そして最後になりますが、本日夕方、峯岡山基地の

岸川新司令が、ご着任の挨拶に、当方にお越し頂く

事となりました。 

12/20 のクリスマス家族会にご招待したいと思いま

すと共に、後日あらためて例会にお越し頂き、卓話

頂いて、鴨川ＲＣと親交を深められます様、お願い

してみたいと思います。 

以上簡単ではございますが、これで会長挨拶とさせ

て頂きます。 

有難うございました。 

 

 

会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ            会長 佐藤 信也 

皆さんこんにちは。 

先週は、ガバナー補佐の公式訪問という事で、

釜田ガバナー補佐にお越し頂き、ガバナー公式

訪問に向けて、ご助言を頂きました。 

釜田ガバナー補佐より、例会後のクラブフォー

ラムは、各委員会委員長にご発表頂く際、活動

計画書は既に熟読されておられるので、活動計

画書を読み上げるのではなく、今までの成果及

び進捗状況、今後の具体的な取り組みについて、

ご発表頂きたく、お願い致します。 
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 ＊ＲＹＬＡセミナー開催の案内が届いておりま

す。 

 日時 平成２４年２月１８日（土）～１９日（日）

１泊２日 

 場所 「一宮少年自然の家」 参加者ロータリア

ン１名以上・青少年男女各１名以上となっており

ます。 

 登録費 参加者１名につき 10,000 円 

＊国際ロータリー日本事務所より１２月のロータ

リーレートは７８円と連絡がありました。 

＊義援金詐欺注意の連絡がありました。、”元気にな

ろう日本”プロジェクト事務局からのメール等に

ついてはご注意くださいとの事です。 

＝例会変更及び休会のお知らせ＝ 

＊勝浦ロータリークラブより 

  １２/２３の例会はクリスマス家族夜間例会に

変更し 12/25（日）に開催。18：00 点鐘。 

  12/30 はクラブ規定により休会 

＊館山ベイロータリークラブより 

  １２/２２の例会はクリスマス家族夜間例会に

変更し１８：００点鐘 

      場所 一粒の麦  

２４年 1/5 はクラブ規定により休会 

＊館山ロータリークラブより 

  11/30 第 5例会のため１８：３０点鐘 場所オ

ーパーヴィラージュ 

  12/21の例会はクリスマス家族夜間例会に変更

し１８：００点鐘 

      場所 南房富浦ロイヤルホテル 

  12/28・１/４はクラブ規定により休会 

 

 

クラブクラブクラブクラブ研修研修研修研修            伊藤 正人 

 

 ５．米山記念奨学会 

 １）あゆみ 

   1952年に東京ロータリークラブが、「米山基

金」の構想を発表 

    日本のロータリーの創始者 米山梅吉の

偉業を記念し、後世に残るような有益な事業

を立ち上げたい。 海外から優秀な学生を日

本に招き、勉学を支援する奨学事業。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ロータリア

ンの強い願い。 

   『『『『将来将来将来将来のののの日本日本日本日本のののの生生生生きるきるきるきる道道道道はははは平和平和平和平和しかないしかないしかないしかない。。。。

そのそのそのその平和日本平和日本平和日本平和日本をををを世界世界世界世界にににに理解理解理解理解させさせさせさせるためにるためにるためにるために

はははは、、、、アジアアジアアジアアジアのののの国国国国々々々々からひとりでもからひとりでもからひとりでもからひとりでも多多多多くのくのくのくの留留留留

学生学生学生学生をををを日本日本日本日本にににに迎迎迎迎えいれてえいれてえいれてえいれて、、、、平和日本平和日本平和日本平和日本をををを肌肌肌肌でででで

感感感感じてもらうしかないじてもらうしかないじてもらうしかないじてもらうしかない。。。。それこそそれこそそれこそそれこそ、、、、日本日本日本日本のののの

ロータリーロータリーロータリーロータリーにににに最最最最もふさわしいもふさわしいもふさわしいもふさわしい国際奉仕事国際奉仕事国際奉仕事国際奉仕事

業業業業ではなかろうかではなかろうかではなかろうかではなかろうか』』』』    

会員結婚記念祝 



    

1953年「米山基金」の募金開始 

   1960年「ロータリー米山記念奨学会」と改称 

   1967年 財団法人設立 

   2001年 日本政府から留学生交流功労団体

として表彰 

2004年 ＲＩ理事会で米山記念奨学事業称

   ＜事業内容＞奨学金の支給／世話クラブと

カウンセラー制度・ロータリアンと奨学生の

交流／国内外での:学友会活動 

 ２）特長 

その１：世話クラブ・カウンセラー制度 

    奨学生とロータリアンとの交流を通

じて、真の日本を知り、ロータリーが

求める平和の心を学ぶ。 

その２：日本最大の民間奨学事業 

  年間奨学生採用数：およそ８００人 

  事業費：１４．３億円 

（奨学金８２．６％、補助費１３．２％） 

  これまでに支援した奨学生：１６，３

８９人（2011年7月現在） 

  奨学生出身国：世界１２０の国と地域 

   中国３０．２％、韓国２３．９％、

台湾２０．１％ 

 ３）寄付について 

   普通寄付金：日本の全ロータリアンからクラ

ブを通じた定期的寄付 

   特別寄付：個人・法人：クラブから普通寄付

金以外の任意寄付 

   寄付に対する表彰制度 

   ○個人寄付 ３万円で準米山功労者、１０万

円で第１回米山功労者 

○法人寄付 ５万円で準米山功労法人、５０

万円で米山功労法人 

   ○クラブ表彰 １００万円ごとに米山功労

クラブ 

   税制上の優遇措置あり 

   ２７９０地区個人平均寄付額１５，０００円

（鴨川クラブは普通寄付4,000円） 

 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

三平 博美 結婚祝 

佐藤 信也 コンペ３位入賞 

神定 浩明 結婚祝 

本多 利夫 ロッテキャンプ 

脇坂 保雄 福島視察 

◎◎◎◎出席報告出席報告出席報告出席報告                    

例会日 会員 免除 出席 MU 出席率 

11/22 29 2 16 7 82％ 

11/15 29 2 14 13 確定 96％ 

 

４）米山学友会について 

  元米山記念奨学生と現役奨学生によって組織 

日本３０、海外に３（韓国、中国、台湾） 

   奨学機関終了時に、世話クラブ所在地区か居

住地区の学友会に自動的に登録 

親睦を深めるだけでなく、災害被害者のため

のボランティアやロータリーの地域奉仕活

動などに参加。 

学友を中心に発足したクラブ 

   ●台北東海ＲＣ（第３４８０地区）例会は日

本語 

   ●台中文心ＲＣ（第３４６０地区） 

   ●東京米山友愛ＲＣ（第２７５０地区） 

 ５）公益法人 米山梅吉記念館（米山記念奨学会

とは別法人） 

    静岡県駿東郡長泉町 

昭和44年開館 

    事業内容：記念館の運営、ロータリーの文

献の塊修、整理、保管、研修室の運営 

 ６）鴨川クラブと米山記念奨学会 

   米山学友：金 昌男（韓国）２００１年～千

葉大学博士課程 

   米山功労者：末吉一夫（３）、武田将次郎、

島田誠一、佐藤みさ子 

 


