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ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話            大橋 省吾君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の祝福

会員誕生日

7日 藪下 尚武君 10日 下田 育雄君

17日 足立 治夫君   30日 高木  修君

結婚記念日

9日 松尾 隆徳君   17日 近藤 秀樹君 

18日 伊藤 正之君   18日 社本 太郎君 

19日 岡田 義邦君   21日 小野寺 誠君 

夫人誕生日

5日    岡嶋 良樹君・美穂さん 

6日    清水  勲君・政子さん 

16日  梅村  守君・亜希子さん 

23日  日比 雄将君・有美さん 

30日  加藤 宗生君・典子さん 

アテンダンス表彰 

26 ヶ年   小川  長君  

先週の記録 

２０１６年１０月７日（金）２２９５回（１０月第１例会） 

会長挨拶       会長  伊藤  純君

9 月 10 日に地区審議会がありました。

全体についての報告は、来月理事会にて提出致し

ます。

今日は審議会での会計ついて触れたいと思います。

地区研修会・地区大会を合わせると、約 7500 万

円の経費がかかっています。

会場である、ウェスティン名古屋は市内で 1 番料

金の高いホテルです。個人的な意見にはなります

が、サービスはあまり良くなく、場所も駅から離

れた場所になります。

マリオット・ヒルトン・東急が横並び、名古屋観

光ホテルが一番安いはずです。会場を変更すれば

費用を抑えられたり、立地も便利になると思いま

す。地区大会を開催するのに、約 5500 万円（地

区資金 2500 万円・会員登録で 3000 万円）の費用

を要するのが勿体無いのではないかと考えていま

す。こういった事案についても議論する時期では

ないでしょうか。

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

地区行事 

＊10月16日：第6期RLI2760分科会研修 

出席者 近藤 太門会長エレクト 

お知らせ 

＊10月31日まではクールビズ 

但し、ガバナー公式訪問時は除外 

次週予告 

＊理事役員会 １1時３０分 

＊祝福 

＊卓話 大橋省吾君 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎例会変更のお知らせ 

西 尾

ＲＣ

１０月１８日（火)１０月２０日（木）１８：30

合同例会の為三河湾リゾートリンクス

名 古 屋 東 １０月１７日（月) １０月１８日（火） 

   ＲＣ ＩＤＭの為 八勝館 

小 牧 １０月１２日（水）１０月１３日（木） 

   ＲＣ 地区大会準備の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

あ ま

ＲＣ

１０月１７日（月) １０月１７日（月） 

家族会の為  

瀬 戸 １０月１９日（水) １０月２３日（日） 

   ＲＣ ＷＦＦの為  

犬 山 １０月１８日（火）１０月２８日（金） 

   ＲＣ ５５周年リハーサルの為名鉄犬山ホテル 

名 古 屋 空 港 １０月１７日（月) １０月１４日（金） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為  

名古屋アイリス １０月１９日（水)１０月１９日（水）18：00 

   ＲＣ 夜間例会の為グランコート名古屋 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋守山ＲＣ  １０月１２日（水）は休会 

○岩倉ＲＣ     １０月１１日（火）は休会 

◎ビジター紹介   会長  伊藤  純君 

○名古屋和合ＲＣ  小栗 正章君 

出席報告 委員長 古屋 義夫君 

会員 61 名 欠席 23名 出席率 62.3% 

先々週の修正出席 欠席 5名 出席率 91.8% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○米山副委員長、小栗さんをお迎えして。バザー

協力ありがとうございました。  伊藤  純君

○MRJ のアメリカ本土到着をお祝いして

                社本 太郎君

○ドラゴンズ来期こそはAクラス 青山 博徳君

○社本さん、川瀬先生、素敵な時間をありがとう

ございました。         下田 育雄君

○H18 年 9 月 30 日に禁煙しました。本日が丸 10
年のメモリアルデーです。    山田  治君

○米山奨学副委員長小栗正章君を紹介する喜びで

                清水  勲君

○米山記念奨学副委員長、小栗正章様の卓話を聞

ける喜びで           志水ひろみ君

梅村  守君  小川  長君  大橋 省吾君

小野寺 誠君  大原 泰昭君  加藤久仁明君

加藤  茂君  風岡 保広君  河村 哲也君

貴田 永克君  北  健司君  川瀬 治通君

近藤 太門君  芝田 貴之君  杉山 孝明君

杤本 正樹君  宅間 秀順君  名畑  豊君

成瀬 浩康君  野浪 正毅君  長谷川英輝君

林  憲正君  速水 敬志君  蓮野 美廣君

古屋 義夫君  藤川 誠二君  松尾 隆徳君 

屋嘉比良夫君  和田 了司君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話             小栗 正章君 

「ロータリー米山記念奨学事業について」

日頃は米山記念奨学事業へのご理解とご協力を

頂き、誠に有り難うございます。また、春日井Ｒ

Ｃ様には、これまでに奨学生１１名を受け入れて

頂き、普通寄付金と特別寄付金を合せて累計で３，

８００万円を今年の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Ｒ

Ｃ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

としております。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為に国際親善

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為です。

事業規模の大きさを見ると、今年度の奨学生数

は７５０人、これまでの累計では、世界１２４の

国と地域から１９，０００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２０１４年度と

２０１５年度との比較では、収入合計が１５億円

から１６億円に、支出が１３億円から１３億円で

すので、純資産が２億円から３億円になっている

ことになります。この中で特筆すべきものは、２

０１５年度の利子収入７，０００万円と管理費６，

５００万円です。基本財産の５０億円と、特別積

立財産の２５億円、流動資産などの１０億円を全

部足した８５億円の財産を、利回り０．８％で運

用すると７，０００万円となるので、それが利子

収入になって全部管理費の方へ流れていきます。

したがって、皆様から頂戴する寄付金はすべて、

１円たりとも無駄にせずに奨学生に直接渡ってい

る訳です。

寄付には普通寄付金と特別寄付金の２種類があ

り、春日井ＲＣ様は普通寄付金として１人当たり

年間５，０００円を、自動徴収型で事務局を通じ

て頂いております。この普通寄付金は、年間７５

０人の奨学生をお世話する為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１０万円のご寄付を頂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

とが出来ます。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為には税務署

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頂くと、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１位です。しかしながら、当地区では大口寄付

者が２人みえ、その方々の寄付を除きますと、平

均寄付額は１４，０００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。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。ぜひご支援を宜しくお

願い申し上げます。

卓話 米山奨学副委員長 小栗 正章君 

あしなが手紙 

第４次奨学生からの手紙（あしながおじさん：加

藤久仁明さん） 

＊絵葉書でのお手紙 

この写真は、ここフィリピンの綺麗な海岸で、と

ても景色の良いところです。 

この海岸は一番良い観光スポットとして知られて

います。多くの旅行者が見学に訪れ、その美しさ

に心惹かれる場所です。あしながおじさんがフィ

リピンにお見えになる機会がありましたら、是非

訪れてほしい場所です。 

＊海岸の名称：BORACAY BEACH 

セブ島から約 200km 北西のボラカイ島にあります 

第４次奨学生からの手紙（あしながおじさん：加

藤久仁明さん） 

Laica C. Duhilag 

こんにちは、あしながおじさん。ご機嫌いかがで

すか。私はおじさんがいつもお元気でいることを

願っています。また、あしながおじさんとご家族

のご健康と、おじさんの会社の発展もいつもお祈

りしています。神様のお心はおじさんのそばにあ

ると思います。なぜならば、おじさんは多くの人

たち、特に私に、尽くして下さるからです。 

さて、私は今高校の 10年生です。（フィリピン

では小学校 6 年間、高校 6 年間の為、小学校の 6

年間 + 高校の 4年目で、現在高校 10年生という

ことです） 

もし、あしながおじさんの援助がなければ、私は

高校に進学することができなかったと思います。

私は、あしながおじさんが私を奨学生に選んで下

さったことを誇りに思っています。あしながおじ

さんに選んで頂いたことは私にとって宝物です。

あしながおじさんに満足して頂けるように、私は

ベストを尽くします。 

ネルソン・マンデラさんは有名なアフリカの政

治家ですが、彼はこういうことを言いました。『教

育は、世界を変えうるもっとも強力な武器であ

る。』私は、貧乏であることが成功への障害だとは

思っていません。教育を受けることこそが成功の

鍵だと信じています。私は、私ができると信じて

いれば、不可能なことはないと思っています。 

高校卒業まで、あと 2年間あります。なんとか大

学に進学したいと思っています。大学へ進学して、

できれば法律家になりたいと思っています。 

ところで、私の成績についてですが、私は成績

優秀者のリストに載りました。このことは、あし

ながおじさんに満足して頂けると思います。 

2016 年の 6 月に私は 15 歳になりました。家族

にお祝いしてもらい、とても幸せでした。私はあ

しながおじさんに「ありがとう」と何度も何度も

お礼を言いたいです。あしながおじさんは、私に

とって本当のお父さんのような存在です。とても

大切に思っています。おじさんに神様のご加護が

ありますように。 

あなたの可愛い奨学生より 


