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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

 国際ロータリー第 2630 地区 

  岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 

            水野 英雄 様 

  地区米山奨学委員  後藤 博美 様 

 高山西ＲＣ      米澤 久二 様 

 

＜会長の時間＞   会長 橋本 修 

 

国際ロータリー第 2630 地区岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 

水野英雄様、第 2630 地区米山奨学委員 後藤博美（岐阜

サンバリーR.C）様、本日は大変ご多忙の中、お越しくだ

さいましてありがとうございます。 

水野様には又後程クラブアッセンブリーにてご指導の程

宜しくお願い申し上げます。 

後藤様には卓話をお願い致します。 

S.34 年の伊勢湾台風から一昨日の 26 日で丁度 50 年。私

は翌年の S35 年小学校の修学旅行で名古屋方面へ行きま

した。東山動物園、TV 塔、名古屋城などを見学し、買い

物はオリエンタル中村、今の三越でした。宿泊は内海海岸

の旅館でした。台風のツメ跡が生々しく、電柱、家屋の二

階などに水位を表す汚れが 12 歳の私の脳裏にしっかりと

残っています。被災地の街々が印象深く何故か修学旅行と

聞くと伊勢湾台風の残した自然の脅威を想い出します。大

型災害に縁のない高山ですが、あり得ない事が起きるのが

天災です。いざという時の備えについて、皆様方どのよう

な対策をお持ちでしょうか。来月行われます 5クラブ親睦

コンペの商品に防災グッズなどいかがでしょうか。幹事さ

ん是非、BB 賞かホタル賞に考えてみて下さい。宜しくお

願い致します。（私も出ますので） 

さて 9月 12 日に行われました、新世代･青少年委員会主催

の“高校生 LIVE in 高山”には土曜日の午後という大変

お忙しい中会員の皆様方にご協力いただきまして、誠にあ

りがとうございました。特に駐車場整理係の方々には、（小

中学校の木工作品展）と重なり車の出入りが激しくて、雨

の中傘を差して、誘導作業して下さいました。トラブル事

なく、無事終えることが出来ました。心から感謝申し上げ

ます。 

お陰様で、出場した高校生のみならず、ご父兄の方々、応

援の高校生から多くの感謝の言葉を頂きました。それなり

の成果があったのかなと喜んでおりますが、初めてのこと

ですのでとまどいも多々ありました。今後につきましては

白紙状態ですが、副市長さんのお言葉の中にヒントがある

のかなと思いました。それは、この高校生 LIVE を 2 回、3

回と続けるには、高校生諸君が実行委員会を立ち上げ、R.C

の皆さんに協力してもらうという方向に持っていけたら

いいのではとおっしゃいました。いづれにしても今年度の

大きい行事が一つ終わりまして正直ホッとしております。 

来月は I.M ガバナー公式訪問、地区大会と別の意味の大き

な行事が目白押しです。 

私の気まぐれの言動にとまどいを持ってみえる会員さん

が多く見えますが、もう少しの辛抱です。気長におつきあ

いの程お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当 長瀬 栄二郎 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

811 回
50 名 45 名 36 名 － 80.00%

前々回

809 回
50 名 45 名 38 名 3 名 91.11%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2009～2010 年度 高山中央 RC会長テーマ 「 聞・思・修 」 

＜出席報告＞ 
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＜幹事報告＞ 幹事 岩垣津 亘 

 
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ロータリーレートのお知らせ 

  10 月より１＄＝90 円 

・インターアクト韓国派遣報告書 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

日時：１０月１５日（木）１２：３０～ 

高山グリーンホテル 

高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会の為 

日時：１０月２９日（木）→３１日（土） 

地区大会参加のため 

○高山西ロータリークラブより 

・高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会について 

日時：１０月１５日（木）１２：３０～ 

会場：高山グリーンホテル 

・例会変更のお知らせ 

１０月９日（金）休会 定款により 

１０月１６日（金）→１５日（木） 

１２：３０～ 高山グリーンホテル 

高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会の為 

○平塚湘南ロータリークラブより 

・会報 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

ガバナー補佐訪問 

岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 

            水野 英雄 様 

 
２回目の訪問となりますが、日頃はありがとうございます。 

10 月は行事が重なっておりますが、なかでも IM には沢山

の ご登録をいただき、ありがとうございました。 

第一部は経済を中心とした講演会、また広い分区という 

ことで、第二部ではお酒もたくさんご用意して親睦を深め

ていただきたいと思っております。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員       津田 委員長 
 

いつもであれば、米山奨学生にスピーチをお願いするので

すが、今回、急遽帰国されたということで、地区の米山奨

学委員であられます後藤博美様に、お話をいただくことと

なりました。 

すべてご用意をいただいて、お越しいただきました。 

後藤様、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区米山奨学委員     後藤 博美 様 

（岐阜サンリバーＲＣ） 

 

1.米山記念奨学会とは、 

ロータリー米山記念奨学会は、日本全国のロータリアンの

寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に対して奨

学金を支給しています。 

この米山記念奨学事業は、日本最初のロータリー･クラブ

の創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発

足しました。1952 年に東京 RC で構想が立てられたこの事

業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発展し 1967 年

に文部省（現文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータ

リー米山記念奨学会となりました。これまでに 113 カ国か

ら 15,000 人の奨学生を支援し、規模と実績ともに民間で

最大の留学生奨学団体となっています。 

＊（静岡県三島にある米山梅吉記念館とは、まったく別法

人です） 

★目的･使命 

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

総合理解に努め、国際親善と交流を深めるために優秀な留

学生を支援し、世界平和の創造と維持に貢献することを目

的としています。 

米山奨学生は奨学期間中にロータリーの例会や奉仕活動

に参加することによって、日本の文化、習慣などを学び、

社会参加と社会貢献の意識を育て、将来世界平和の創造と

維持に貢献する人物となることが期待されます。 

★奨学事業の特徴 

この事業の特徴は、奨学生とロータリアンの親善･交流で

す。それを推進するために“経済的支援”だけでなく、“世

話クラブとカウンセラー制度”があります。「奨学生は毎

月 1回世話クラブの例会に出席する義務」があります。ロ

ータリーの豊かな人的資源を生かした“世話クラブとカウ

ンセラー制度”は、他の奨学金にはない心の通った制度と

して奨学生や大学からの期待も大きく、その充実と強化が

望まれます。 

★奨学生の優秀性とは 

米山奨学生には、学業優秀だけではなく、異文化理解や地

域理解などへの積極的な姿勢が求められます。 

（奨学生に求められる優秀性） 
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①学業 

学問に対する研究の目的・目標を明確にし、研鑚を重ねて

その成果をあげる努力をする。 

②異文化理解 

異なる文化･習慣などを理解する努力をする。 

③コミュニケーション能力 

言語のみならず人間関係における円滑なコミュニケーシ

ョンを築き、自己の確立と共に他者を受け入れる柔軟な姿

勢をもつ。 

2.寄付金の増額のお願い等 

（寄付に関するマメ知識） 

ａ、寄付金の種類 

 普通寄付金：地区またはクラブで決めた金額×会員数 
 特別寄付金：個人･法人またはローターリー・クラブか
らの普通寄付金以外の任意の寄付。 

ｂ、特別寄付金に対する免税優遇措置 

 米山奨学会では特定公益法人として、文部科学大臣の
許可を受けています。 

特別寄付金に対して免税の優遇措置が受けられます。 

ｃ、新表彰制度 

 2003年 7月から米山功労者は累計10万円毎となりまし
た。 

 米山功労マルチプル寄付者（20 万円～90 万円） 
 今年度の予算目標額は、14 億 5千万円です。 
3.奨学生の選考基準について 

①まず全体数を決める（2009 学年度：800 名採用）日本全

国寄付金総額により採用人数が異なる。 

年間20億円に達していた寄付金も1969年をピークに下降

を続けています。厳しい財政になりながらも、社会の要請

に応えるため、特別積立金を不足分に充て、年間 1,000

名規模の採用を 2004 学年度採用まで維持してきました。

しかし、今後は寄付収入に見合った支援規模とし、特別積

立金の取り崩しを行わない方針と致しました。これを受け

て、2005 学年度以降は毎年 800 名採用が続いています。

2009 学年度採用に関しては、800 名採用が 2008 年 6 月 6

日開催の理事会にて承認されました。 

②海外学友会推薦枠 2名、及び現地採用枠 6名を除く 792

名を 34 地区に割り当てる。 

③地区で奨学生選考委員を選任・委嘱する＊地区ガバナー

が委嘱状発行 12 月 1日締め切り。 

④奨学生を推薦してもらう大学･学校を決める。2630 地区

は、岐阜大学、朝日大学、岐阜経済大学、岐阜女子大学、

岐阜薬科大、三重大学、四日市大学、鈴鹿国際大、鈴鹿医

療科学大、総合研究大学院大学、名城大学の 11 キャンパ

ス、学士、修士、博士で 48 名から 15 名までに面接選考す

る。（合格者が世話クラブ例会に通えることを条件としま

す。） 

⑤書類審査、（国内外大学成績証明書、履歴書、在日証明

書、大学学部教授推薦状、研究テーマ、小論文）を米山委

員会に提出、審査後 12 月 10 日から翌年 1月下旬までに 1

会場で 1日に全応募学生数の面接をする。 

⑥採用決定通知は、後日各推薦大学教授のもとに合否通知

する。 

⑦2 月、3 月には、合格者学生の世話クラブ、カウンセラ

ーの依頼を各クラブにお願いし、採用学生に米山奨学生の

オリエンテーションを（カウンセラー同席の元）開催する。

4 月から各課程に応じた月額奨学金を各世話クラブを通

じ例会場で本人に渡し指定領収書にサインをもらう。 
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 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 本日、お世話になります。 

濃飛分区ガバナー補佐 水野 英雄 様 

 

本日は、米山の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い

します。    地区米山奨学委員 後藤 博美 様 

（岐阜サンリバーＲＣ） 

 

本日は宜しくお願いします。先日、研修会で劒田さん

より、メーキャップの仕方について厳しく指導して頂

きました。本日は指導通りできる事を願っております。 

高山西ＲＣ 米澤 久二 様 

 

国際ロータリー第 2630 地区岐阜県濃飛分区ガバナー補

佐 水野英雄様の 2回目のご訪問ありがとうございま

す。例会後のクラブアッセンブリーでのご指導宜しく

お願い申し上げます。又、地区米山奨学委員の後藤博

美様のご来訪を歓迎申し上げます。本日の、卓話・ご

指導宜しくお願い致します。また、高山西ＲＣの米澤

久二様のご来訪を歓迎申し上げます。 

理事役員一同 

 

本日は、後藤博美様には遠路よりご来高頂きありがと

うございます。卓話を宜しくお願い申し上げます。 

津田 久嗣 

 

濃飛分区ガバナー補佐 水野英雄様、地区米山奨学委

員 後藤博美様 ご苦労様です。ご指導を宜しくお願

い致します。高山西ＲＣ 米澤久二様のご来訪を歓迎

致します。まだまだ暑い日が続きますが、健康には注

意しましょう。 

松之木 映一 

 

先週の結婚記念日に素敵なケーキを頂きありがとうご

ざいました。意味ありな言葉ですが、来年･再来年と記

念日が迎えれるよう務めたいと存じます。 

都竹 太志 

先週 15 年目のボランティア活動が無事終わりました。 

また来年から新しい施設のボランティアに入ります。

久々野さんから、新聞に出ていたのでニコニコに出す

ように言われましたので……。     永家 将嗣 

 

ご来訪の皆様、歓迎を申し上げます。高山西ＲＣの米

澤久二様には、いつもテニスのご指導を頂きありがと

うございます。相手のラケットが届かない所へボール

を運ぶコントロールには、いつも感心しております。

また、ご教授宜しくお願い致します。 

今井 俊治  高原 清人 

 

結婚記念日にケーキを頂きましてありがとうございま

した。                 高木 純 

 

先日、当クラブの島シングルさんよりチョコレートを頂

きましたので、ニコニコへ。       三枝 祥一 

 

先日、長野の燕岳から北燕岳に登って参りました。秋の

晴天に恵まれ、北アルプスの美しい山並みと紅葉に心を

洗われて来ました。お天気の神様に感謝してニコニコへ。 

谷口 欣也  長瀬英二郎 

 

義母の法要で遅れました。申し訳ありません。 

永井 信次 


