
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】            臼井 勉 SAA 委員 

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

【ゲスト・ビジター紹介】         梅澤 馨 会長 

米山選考委員長 斉藤 正彦 様 

川崎 RC 白井 勇 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【会長報告】             梅澤 馨 会長 

１. ガバナー事務所より 

① 地区大会本会議にて新会員登壇の案内  

8 日(土)14:35～ ※宇津木会員登録 

  ② 10/27 の雑誌委員長会議資料が Fax で送られる。 

    ※大野委員長へ送信 

２．麻生観光協会より禅寺丸柿の日記念イベントのお知らせ 

  10/21  13:00～15:00 麻生区役所前広場 他 

３．しんゆり芸術祭実行委員会より 

  梅澤会長へ委嘱状 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．横浜旭ＲＣより来日学生受け入れクラブへ「もちつき

会」の案内 

   11/9 (日)10:00～二俣川こども自然公園 

５．第２回ローターアクト説明会(ウォーキング)の案内 

   11/16(日)9:00～保土ヶ谷駅西口時計台 

６．米山記念奨学会より 

   特別寄付金明細書と鈴木憲治会員へ第 23回メジャー

ドナーの賞状が贈られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【幹事報告】               梶 俊夫 幹事 

例会変更 

〇川崎幸 RC より 

11 月 7 日（金）→8 日(土)移動例会後地区大会へ参加           

12月 19日(金)→16日(火)年忘れ家族会 横浜ベイシュ

ラトン 18:00 点鐘 

◆会報着 

○川崎中ＲＣより 第 2030回(8/19)～第 2033回(9/9) 

○川崎とどろきＲＣより第 758回(8/18)～第 761回(9/8) 

○新川崎ＲＣより第 950回(9/3)～第 953回(9/24) 

 

 

 

 

 

 

 

第１０７４回例会１０月１４日（火）・１５日（水）伊勢神宮「初穂曳き」   伊勢 

第１０７５回例会１０月２４日（金）雑誌委員長会議報告    百合丘カントリー倶楽部 

第１０７６回例会１０月３１日（金）夜間移動例会       新百合ヶ丘「シノワーズ」 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

第 1074回 例会記録 平成 26 年 10月 10日（金） S.A.A 委員長 青戸 慶太 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

斉藤正彦様（左）と会長 



【出席委員会】             蓬田 忠 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1074回 24 19 5 １ 79.2％ 

第 1073回 24 23 １  95.8％ 

第 1072回 25 21 ４  84％ 

      

【ニコニコ委員会】          親松 明 委員長 

 第 1074回（件数） 合   計 

ニコニコ   18件 ￥20,000 
    

  ●お客様   

  ○地区米山選考委員長 川崎西ＲＣ 斉藤正彦 様 

    「10 月の米山月間にあたり卓話にまいりました。米山

奨学事業にご理解とご協力を賜りますよう、お願い

申し上げます。」 

  ○川崎ＲＣ 白井勇 様 

    「いつもお世話になります。宜しくお願いします。」 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【米山選考委員長 斉藤様、本日卓話よろ

しくお願いします。】                  

◇梶 幹事 【息子の結婚式、おわりました。有難うご

ざいました。】 

◇大野会員【斉藤様 本日よろしくお願いします。】 

◇志村会員【米山選考委員長 宜しく、そして台風の影

響が少ないように】 

◇鈴木憲治会員【スーパー台風が心配です。】 

◇山下会員【斉藤委員長 卓話よろしくお願いします。】 

◇青戸会員 ◇臼井会員 ◇碓井会員 ◇宇津木会員  

◇尾作弘会員 ◇親松会員 ◇君塚会員 ◇佐々木会員 

◇佐藤会員  ◇鈴木昭弘会員  ◇鈴木眞一会員  

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬会員 ◇花輪会員 ◇森茂則

会員 ◇森啓伊会員 ◇雪井会員 ◇蓬田会員                    

以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】        鈴木 憲治 委員長 

  第 1074回（件数）  合   計 

Ｒ 財 団    1件 ￥10,600 

◇雪井洋子 

【米山記念奨学】          臼井 勉 委員長 

 第 1074 回（件数）  合    計 

米山記念奨学    2件 ￥20,000 

◇鈴木眞一【米山選考委員長 斉藤様 卓話よろしく 

お願いします】 

◇雪井洋子 

【職業奉仕委員会】           志村 幸男  委員長 

伊勢神宮「初穂曳き」の件、台風 19号が接近しており

ますが予定通り行う予定です。男性の服装は念の為ネク

タイ持参、女性は襟のある服をお持ちください。（別途に

御垣内参拝ある場合）帰りのバス車中で夕食が出ますの

で夕食の心配はいりません。 

【卓 話】     斉藤 正彦 地区米山選考委員長 

  

 

 

 

 

 

「2015学年度米山奨学生募集と選考について」 

１． 2015年度の米山奨学生採用人数 

 ・全国 34地区で 720名。うち国内採用人数 716名 内

継続 173名（新規採用人数 543名）が一定の方式で

各地区に分配される。 

・当地区（横浜、川崎市）の割り当ては 36名 

 うち昨年度よりの継続者 17名 

 よって本年度新規採用者は 19名（昨年度 30名） 

２． 当地区の推薦指定校と推薦枠 

当地区内に所在する大学は 28校、在籍する米山奨

学生有資格者指定数は 1466名。米山奨学生の応募

資格を有する留学生の在籍する大学から推薦指定校

21校、大学からの推薦枠を 57名としました。 

３． 募集、選考のスケジュール 

・指定校での募集開始・学内選考 2014年 8月 

・申し込み期間    2014年 10月 1日～10月 15日 

・地区における資格審査、書類審査 2014年 11月 28日 

・面接試験通知の送付       2014年 12月中旬 

・面接試験日        2015年 1月 12日(休日) 

・合否通知   2015年 2月上旬(奨学会より指定校へ) 

・合格者の奨学金希望受給受付、登録 2015年 2月下旬 

・新規奨学生オリエンテーション  2015年 4月 18日 

４． 当地区の米山奨学生採用方針 

① 日本語での意思疎通のできる学生(協調性、コミ

ュニケーション能力)。 

② 将来母国と日本との親善を深める懸け橋となる素

質のある学生。 

③ 奨学期間終了後、米山学友として活動する気持ち

のある学生。 

④ 国籍割合に対する配慮(一カ国に偏らないように) 

５． 推薦にあたってご留意いただきたいこと 

・米山奨学会の「募集要項」の応募資格に従い、各大学

の推薦枠内の人数で学内選考を実施してください。ま

た、指定校において公平、透明性のある学内募集、選

考が行われることを前提としております。 

・申込書の記入もれ、提出書類(特に添書類)の不備につ

いて、受付の際にチェックをお願いします。 
 

【四つのテスト】          蓬田 忠 会員 

【点  鐘】            梅澤 馨 会長 

【会報委員会】           文責：志村 幸男 


