
第 1929 回例会 

10 月 17 日 №14 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｒ財団・米山委員長 

      最近入会された会員も多いので、基本的なこ

とを説明して、寄付もお願いできればと思いま

す。寄付は米山とロータリー財団の２つで、ま

ずは米山ですが、本日お手元に「米山豆辞典」

を配布しており、判りやすい内容ですので、こ

れを参考にお話させて頂きます。 
      米山記念奨学会は、今年 7 月で財団設立 50

周年を迎えました。創立者は米山梅吉氏で、二

度と戦争の悲劇を繰り返さないよう国際親善

と世界平和に寄与するため、一人でも多くの留

学生を迎え入れ、日本と母国の架け橋になって

もらいたいという願いがあったからです。 
      米山の事業規模ですが、2017 年度は 793 人 
       

              

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
伊倉 正光 

の奨学生を支援しており、民間の奨学金では国 
内最大規模です。累計の奨学生数は 19,808 人 
になり、国別では中国・韓国・台湾の 3 か国で 
ほぼ 7 割を占めています。当クラブも今年度は 
張 洵さんを、3 年前には中国の王さんを受入れ 
ています。地区米山委員会が担当クラブを決定 
しますが、3～4 年毎に 1 名を受入れしています。 
こうした主旨で毎年、1 人 2 万円の寄付をお 

願いしております。米山は国の指定を受けた公 
益財団法人ですので、寄付金は税額控除の対象 
になります。 
 また反日感情のある中国や韓国の学生をなぜ 
支援するのかという疑問もあるかと思いますが、 
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    国と国との関係は問題とせず、学生個人に対する 

支援となっています。 
     次にロータリー財団ですが、米山は日本独自の 

組織ですが、ロータリー財団は世界的な規模にな 
ります。設立は 1917 年で、6 代目の RI 会長アー 
チ・クランフ氏が提案しました。ロータリークラ 
ブが創設されたのが 1905 年ですから、わずか 12 
年後のことです。 
ロータリー財団の使命は「健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ

て、世界理解、親善、平和を達成できるようにす

ること」です。財団のプログラムやシステムは、 
    大規模で複雑ですから、私も全ての掌握はできて 
    ませんので、概要のみ説明させて頂きます。 

財団のプログラムは大きく、次の３つになります。 
①平和フェローシップ：世界に 6 つあるロータリ 

ー平和センターの 1 つで、国際関係、平和、紛 
争解決とその関連分野で学ぶ学生への奨学金。 

②ポリオプラス：ポリオ撲滅のための取組み。 
③補助金（地区／グローバル補助金）：地域社会

に貢献するロータリアンの活動を支える。 
次に寄付の分類ですが、こちらも大きく３つに 
分類されます。 
①年次寄付 ②ポリオ寄付 ③恒久基金  

一般的な①年次寄付は 3 年間投資された後に、 
    寄付金の 50％が地区の活動資金となり、残りの 

50％は国際的な財団の活動資金となります。 
 具体的に、当クラブが地区補助金を活用した奉 
仕活動にはセラピー犬による慰問（被災地の大船 
渡市、高齢者・障碍者施設など）、消防団発掘事 
業、前年度の空飛ぶシューズ事業などです。 
 今月 10 月は「米山月間」ですので、次週例会 
から米山寄付のご協力をお願い致します。ロー 
タリー財団は来年になってからと思います。 

※フォーラム内容（質疑応答）は略にて 
 

 
 

「会長幹事会の報告（10 月 10 日分）」 

〇脇次年度ガバナー年度のガバナー補佐が、発表 
     され、第 5 グループは柴胡 RC の清水寿人さん 
     となっております。 
 

 
 
〇クラブ奉仕会計から負担の 
北九州災害義捐金に対して、 
2700 地区ガバナーより礼状 
が来ており、詳細は新聞記事 
と共に回覧しますが、全国の 
ロータリアンから 8,000 万円 
以上の寄付が集まり、福岡県に寄託され、被災 
者の生活や事業の再建に使われるようです。 

〇増強の報告ですが、9 月末で第 5 グループ 12 ク 
ラブで入会 15 人、退会 3 人で純増 12 人、現在 
の会員数は 451 名となります。 

〇「新会員の集い」が 1 月 30 日（火）敦煌酒楼 
となります。対象者は 2016 年 7 月以降入会の 
会員で、当クラブは高本・諸隈・大塚・横江・ 
山之内・鎌田・三留各会員となり、また 2015 
年 7 月以降入会者で、新会員の集いに出席され 
ていない方も対象になります。他クラブに知り 
合いができると、また違ったロータリーの楽し 
さもあり、先のことですが予定をお願いします。 

〇トロント国際大会で、地区ツアー案の提示があ 
りました。6 月 26 日最終例会に間に合うには 
21 日発、26 日 15:35 羽田着のプランになりま 
すが、地区ツアーに参加しなくても、だいたい 
この日程になると思います。来週例会後に国際 
大会参加予定の方で集まり、打合せをします。 

〇10 月 29 日（土）に南、西、大野 3 クラブ合同 
で、相模大野ハロウィンフェステバルでエンド 
ポリオキャンペーンと組紐体験を行います。場 
所はグリーンホール横の中央公園。当日、相模 
大野に用のある方やフェステバルにお子さんや 
お孫さんと行く方は是非ブースに寄って頂き、 
寄付をお願いします。私もどこかの時間帯でお 
手伝いに行く予定です。 

以上が会長幹事会報告ですが、別にご報告があり 
ます。先日、当クラブに東大の大学院生からグロ 
ーバル補助金を利用した海外への奨学生推薦依頼 
がありました。グローバル補助金を使う奨学金は、 
紛争解決や貧困対策など、特定分野を専門的に目 
指す学生の奨学金で、財団奨学生より一段レベル 
が高いようです。地区事業になりますが、クラブ 
は応募があれば、原則推薦しなければいけないと 
いうことです。↗      
 



 
 

ご本人は東京の方で相模原には縁がなく、補助金

を探していた時に、問合せ先が 2780 地区になっ

ていて、大谷ガバナーが南 RC を紹介しましたが

回答がなく、他クラブにも連絡したが、当クラブ

からの返信が一番早かったという話のようです。 
先週、早川長エレクト、佐々木副幹事、横溝幹

事と必要な応募書類を受け取り、応募者とお会い

しました。合格された時は推薦クラブとして皆様

にご紹介しようと思いますが、初めてこういうシ

ステムになっているということを知ったので、経

緯をお話しさせて頂きました。 
 

    

 

      ●冣住会長、横溝幹事 

      ①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

        ②本日のクラブフォーラム、伊倉財団委員長、宜しく

お願い致します。 

      ●小崎 直利会員       

      ①10 月の結婚記念日のお祝、ありがとうございます。 

        ②伊倉委員長、本日のクラブフォーラム宜しくお願い

します。 

      ●伊倉 正光会員 

      ①本日は「財団、米山について」のクラブフォーラムを

担当しますので、宜しくお願い致します。 

      ②結婚記念日祝をして頂き、ありがとうございます。 

      ●鎌田 英洋会員 

      ①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

      ②私も合わせて、お祝くださり、ありがとうございます。 

      ●田所 毅会員 

      ①結婚記念日祝ありがとうございます。何年目かな？ 

      ②よく雨が降りますね！ 

●川合 貞義会員 

      ①記憶に残らない結婚記念日祝、教えて頂いて、あ

りがとうございます。 

      ②交換学生ボッティ―が昨日の夕飯、ハンガリー料

理を作ってくれました。買い物から、嫁さんと一緒

に行って作ってくれました。大変美味しかったが、 

        料理の名前を忘れました。 

      ●阪西 貴子会員 

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②財団・米山についてのお話、伊倉委員長よろしく 

お願い致します。 

 

 

●藤本 恵介会員 

10 月結婚記念日の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②クラブフォーラムの伊倉委員長、宜しくお願いします。 

●永保 固紀会員 

  例会、久し振りです。 

●黛 裕治会員 

①結婚記念日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日のｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ、伊倉Ｒ財団・米山委員長、よろ 

しくお願いします。 

●大井 達会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②急に寒くなりました。インフルエンザが流行する季節 

 になりますね。お身体に気をつけて下さい。 

●田後 隆二会員 

結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

結婚シーズンですね。 

●瀬戸 裕昭会員 

①伊倉Ｒ財団・米山委員長、本日のフォーラム宜しく 

お願いします。 

②結婚記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

③気候の変り目です。皆様、体調に気をつけましょう。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の高本さん、鎌田さん、加賀さん、 

 甲斐さん、佐々木さん、伊倉さん、川合さん、小崎 

 さん、田所さん、おめでとうございます。 

②伊倉さん、クラブフォーラム宜しくお願いします。 

●大塚 正浩会員 

  結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②伊倉会員、本日はよろしくお願いします。 

●江成 利夫会員 

①本日フォーラムの伊倉委員長、宜しくお願いします。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①財団・米山のフォーラム、伊倉委員長よろしくお願 

いします。 

②多くの結婚記念日祝をお迎えの会員皆様、おめで 

  とうございます。 

③本日は所用のため、早退させて頂きます。 

今年度のスマイル累計額 ３８２，９００円 

 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①青少年交換「カウンセラー会議」、「来日学生懇 

親会・オリエンテーション」のご案内 

     カウンセラー会議、来日学生懇親会（学生のみ） 

と、その後はオリエンテーションを開催します。 

当日、学生には 2～3分程度の日本語による「日 

本に来て、驚いたこと」のスピーチを用意して 

頂きたく、お知らせをお願い致します。 

日時：11 月 4 日（土）14:30～15:30 カウンセ 

ラー会議、来日学生懇親会  15:30～16:30 オリ 

エンテーション  

場所：第一相澤ビル 返信締切：10 月 30 日 

②クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内 

     下記にて開催致しますので、会長エレクトとク 

ラブ研修リーダーの出席をお願い致します。 

     日時：11 月 14 日（火）14:00～17:25 

 場所：藤沢商工会館 登録締切：11 月 3 日 

 

＊インターアクト年次大会（１１月③日）の出欠表を回

覧しておりますので、本日の例会までにご記入を

お願い致します。（詳細は回覧を参照） 

１１月③日 ＡＭ８：３０集合（１５時頃閉会）「光明学

園相模原高校」※現地集合、現地解散（駐車場の

用意がないため、電車やバスをご利用下さい） 

※１０月３１日（火）夜間例会の出欠表を回覧しており

ますので、ご記入をお願い致します。 １８：３０点鐘 

「ガルデニア」（ＪＲ相模原駅より徒歩５分位）  

会費３，０００円 

 

例会プログラム 

１０月２４日クラブフォーラム「インター年次 

大会」担当：池之上委員長 

   ３１日移動例会「夜間例会」 

      18:30 点鐘 「ガルデニア」 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高本 昌敏会員 １０月 ４日       

・鎌田 英洋会員 １０月 ４日  

・加賀 治夫会員 １０月 ６日   

・甲斐 美利会員 １０月 ７日  

・佐々木敏尚会員 １０月 ８日   

・伊倉 正光会員 １０月１０日 

・川合 貞義会員 １０月１４日 

・小崎 直利会員 １０月１９日 

・田所  毅会員 １０月３０日 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 横江 利夫会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 

３９名 ２９名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/3) 

１名 ９６．６７％ ９０．６３％ 


