
第１２９５回例会 １０月１８日（金）委員長会議報告、清掃活動  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２９６回例会 １０月２５日(金)・２６日(土）地区大会      横浜パシフィコ 

第１２９７回例会 １１月 １日（金）定例理事会⑤         ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                 鈴木 憲治 委員 

【ソング】    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】            

親松 明会長 

◆山辺 晃 様➡ 

（鈴木憲治会員知人） 

  

【清掃活動について】   社会奉仕委員会 杉山 遼 委員長 

次週10月18日は新百合ヶ丘駅周辺 

の清掃活動です。今回は、地域一 

般の方々にも参加していただきま 

す。目的はロータリークラブの周 

知を図ることで、情報誌や各団体 

を通して参加を呼び掛けています。 

【会長報告】                      親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より 

〇2020-21 年度 Ｒ財団奨学生募集の案内。 

・募集期間 2019 年 10 月 11 日～2020 年 1 月 24 日 

・地区推薦締切り 2020 年 2 月 21 日  

・地区選考会 2020 年 3 月 7 日(土)、8 日(日) 

〇グローバル補助金対象の人道的プロジェクト募集の案内。 

〇２０１９年９月台風１５号 千葉被災地への義援金協力依頼。 

会員一人当たり 500 円以上 

〇国際親睦メークアップツアーの案内。 

11 月 26 日～29 日 3 泊 4 日 フィリピン共和国 2 都市周遊 

 

 

 

 

 

 

〇地区戦略計画・研修 

合同委員会の案内。 

10 月 30 日（水）  

15:00～17:00  

ぴおシティ 8Ｆ 

２．横浜南ロータアクトク 

ラブより、「タバコの吸 

い殻拾い＆ウォーキン 

グ」の案内。 

11 月 17 日（日）  

10:30～12:30  

蒔田公園 

３．神奈川県ロータリアン親睦テニス会より、親睦テニス会の 

案内。１１月１２日（火） 9:30～ 湘南ローンテニスクラブ 

４．ふるさと川崎まちづくり運動より、『世界平和祈りの集い』の

案内。10 月 26 日（土） 9:00～13:00 川崎大師平間寺 

５．麻生区役所より、10 月 13 日（日）の『あさお区民まつり』 

中止の連絡がありました。 

６．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、委員会開催報告。 

※山上会員のガバナー月信掲載の件 

 ガバナー事務所メール確認漏れの為、11 月掲載予定です。 

※指名委員会発足のお知らせ 

指名委員長（・大野勉直前会長）、 

委員（・青戸慶太直前幹事、 

・親松明会長、・宇津木茂夫幹事、 

・蓬田忠次年度会長、 

・川﨑航次年度幹事、 

・杉山遼 社会奉仕委員長の７名） 

  

 

 

 

 

［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：044-953-5111 

［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 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1294 回 例会記録 2019 年 10月 11 日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

 



【幹事報告】 宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎横浜南RC  

10 /12（土）休会（台風の為） 

★会報着 

◎新川崎RC 第1161回10月2日 

※10/26の地区大会に関して、待ち合わせの場所や時間を全

員にメールで送ります。当日は最後まで参列してください。 

【出席委員会】            円城寺 広明 委員 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1294回 32 18 14  56.3％ 

1293回 32 20 12 5 78.1％ 

1292回 32 24 8 6 93.8％ 

【ニコニコ委員会】             山上 剛史 委員 

 第 1294回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    16件 ￥16,000 

●会員  ◇親松明会長【朝夕寒くなりました。身体に気を 

つけましょう。  山辺様ようこそ】 

◇山上剛史会員【山辺様ようこそ】  ◇宇津木茂夫幹事 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇黒木啓太郎会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏之会員  

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員  

◇蓬田忠会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】  鈴木 眞一 国際奉仕副委員長 

 第 1294回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥11,800    

◇円城寺広明会員 ◇鈴木憲治会員 ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       中山 隆弘 副委員長 

 第 1294回(件数) 合計 

米山記念奨学 2件 ¥30,800    

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ご協力有難うございました。 

【米山月間卓話】               鈴木 憲治 会員 

ロータリー米山記念奨学事業とは 

■事業の目的 

米山記念奨学事業は、ロータリーの理想とする国際理解

と相互理解に努め、国際親善と交流を深めるために優秀な

留学生を支援、国際平和の創造と維持に貢献することを目

的としています。 

■財団設立の趣意書（なぜ、留学生を支援するのか？） 

  この法人は、主としてアジア諸国、又はその他のロータリー

所在国の学生又は学者に対し、我が国において勉強又は

研究するための奨学金を支給し、 

よってロータリーの理想とする「国 

際理解」と「親善」に寄与すること 

を目的として設立する。 

この法人は、昭和 24 年に東京 

ロータリー倶楽部が設定し、昭和 

32 年に全国のロータリークラブに参加を求めて以来、逐年

発展し、今や在日善ロータリークラブの共同事業となり、国

際留学生に対する奨学金の支給を通じて、初期の目的たる

国際理解と親善にも多大の成果を収めつつある、ロータリ

ー米山記念奨学会の事業と財産を継承し、法人化によって

その基礎を確立し、今後一層奨学事業の発展を期するた

めに設立されるものである。 

■民間最大の国際奨学事業  

2018年の奨学生数は 858名、事業費約 14億 4000万円

（奨学金は 12 億 1,699 万円）今まで支援してきた奨学生は、

累計で 21,023 人。出身国は約 129 の国と地域に及びます。

（2019 年 7 月現在）日本における「助成等事業費上位 100

財団」の中で6位、特に外国からの留学生支援に限れば民

間で最大の留学生団体となっています。 

■ロータリー米山記念奨学金の特長  

奨学生は、ロータリークラブとの深い交流を大切にしてい

ます。毎月1回以上、世話クラブの例会に出席し、会員との

交流によって日本の社会を知り、ロータリークラブについて

も学びます。「ロータリーの奉仕の心に触れて、人間的に成

長できた」など奨学生にはかけがえのない経験となり、会員

の中から選ばれたカウンセラーの存在と支援するロータリア

ンにとっても、この奨学事業の意義を実感し理解を深める

機会となっています。（世話クラブ・カウンセラー制度）  

■毎年の寄付で事業を運営  

 2018-19 年度の寄付金は 14 億 1,157 万円となりました。

（普通寄付金-4 億 3,062 万円、特別寄付金-9 億 8,094 万

円）奨学生への奨学金は、約 12 億 1,699 万円であります。

そのほか、奨学生・学友関係費、地区・世話クラブへの補

助費等に使われます。 

当地区の寄付金は、57,804,150 円 個人平均額 28,210 円 

※一人当たり寄付額第１位 

※米山記念奨学会への寄付金は、税法上の優遇措置が受け

られます。（特定公益増進法人） 

2012 年 1 月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加え

て「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになり

ました。 
 

【四つのテスト】                   鈴木 昭弘 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：円城寺 広明 委員  ◇写真：青戸 慶太 会員 

 

 

   


