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＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1114 回

60 名

59 名

49 名

－

83.05％

前々回
1112 回

60 名

59 名

48 名

2名

84.75%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
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

◆会報担当 中田 一男

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
会長 田中 雅昭
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞

する当地に於いても、一人でも多くの奨学生が国際理解と
親善に寄与しうる人が育まれたらと期待しております。
さて会長支持率や いかに！！

＜本日の来訪者＞
国際ロータリー第 2630 地区
米山記念奨学部門委員会
委員長

＜幹事報告＞

後藤

博美

様

＜本日のビジター＞
高山西ロータリークラブ

松川

英明

様

＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。
本日は第 2630 地区米山記念奨学
部門委員長の後藤博美様にお越
しいただき、卓話をお願いしてお
ります。どうぞよろしくお願い致
します。尚、次年度は当クラブの
村瀬君が次年度委員長として、ク
ラブより承認させて頂きました。
後藤様にはアドバイザーとして村瀬君のご指導をお願い
申し上げます。尚、当クラブは今年度全員が 3,000 円の米
山記念奨学寄附金に賛同して頂き、寄付をして頂きました。
昨日は高山市青少年育成市民会議が主催する第 33 回家族
スナップ写真展、第 25 回家庭の日図画展があり当クラブ
は後援しており、特別賞として表彰式に出席してまいりま
した。どの作品も大変すばらしく、まさに家族の絆、家庭
の暖かさに触れさせて頂きました。
さて、財団法人ロータリー米山記念奨学会は、外国人留学
生に対し、日本全国のロータリアンの寄付金を財源として
奨学金を支給しております。日本最初のロータリークラブ
である東京ロータリークラブを創立した米山梅吉氏の功
績を記念して発足しました。1953 年に始められたこの事
業は、日本の全クラブの共同事業に発展、1967 年文部省
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。その目的は学問、技術的指導者の育成に重点を置
き、母国に限らず国際社会で活躍する人物を奨学すること
にあります。当高山でもユネスコ無形文化遺産に「高山祭
の屋台行事」が登録されましたが、今後ますます国際化

幹事 中田

学

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ロータリー財団ニュース 12 月号
（第 2 ゾーン&第 2630 地区）
・職業奉仕研修セミナー開催
のお知らせ
日時：2017 年 2 月 5 日（日）13：00
会場：名鉄グランドホテル
登録料：4,000 円
出席要請者：現もしくは次期職業奉仕委員長と
参加希望者１名の２名
・「2016－2017 年度地区大会映像ダイジェスト版」
ホームページ掲載のお知らせ
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・次年度研修セミナー日程のお知らせ
会長エレクトセミナー
日にち： 2017 年 3 月 11 日（土）～12 日（日）
会 場：上野フレックスホテル
地区研修協議会
日にち：2017 年 4 月 16 日（日）
会 場：伊賀市文化会館・
ヒルホテル・サンピア伊賀
地区大会
日にち：2017 年 10 月 14 日（土）～15 日（日）
会 場：伊賀市文化会館・
ヒルホテル・サンピア伊賀
上野フレックスホテル
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
1 月 5 日（木）→9 日（月）17：30～
新年例会 洲さき
1 月 12 日（木）休会 定款について
＜岐阜県立斐太高等学校より＞
・ふるさと創生起業提案コンテスト開催のご案内
日時：1 月 24 日（火）13：00～15：50
会場：高山市民文化会館 大ホール
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＜米山記念奨学委員会＞

黒地

委員長

本日は、地区の米山記念奨学委員長
後藤様に卓話をお願いしました。
後藤委員長、よろしくお願いします。

地区寄付金目標額：普通寄付金￥5,000-以上・特別寄付
金￥10,000-以上（3 年計画）です。
＊全国平均￥15,996-（2630 の個人平均寄付額￥9,73635.5％ 34 地区中 31 番目）
日本のロータリアンの熱意によって支えられてきました。
奨学生や学友は、皆様の思いを受け止め、日本で、世界で
頑張っています。この灯を消さないために、今後とも皆様
方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

＜卓 話＞
「米山記念奨学事業の理解と
寄付金増額のお願い」
2016-17 年度米山記念奨学部門委員会委員長
後藤 博美 様 (岐阜ｻﾝﾘﾊﾞｰ RC）
皆様の寄付金はすべて奨学事業に
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の活動は、「平和
日本を世界へ」国際親善と世界平和に寄与するため、東京
ロータリークラブから始まった「米山募金」は、今や半世
紀以上の歴史をもつ日本最大
の民間国際事業となりました。
国際ロータリーが認めた「多
地区合同活動」であり、その
財源は日本全国のロータリア
ンから毎年いただく寄付金が
支えています。善意の結実で
ある寄付をどんな留学生に支
給し、どのような人材に育て
ていくかは、ロータリアン皆様の理解と参加にかかってい
ます。
2015－16 年度の寄付金収入は 15 億 7,738 万円でした。い
ただいた寄付は、来年 4 月からの採用枠 780 名の奨学生の
ほか、地区、世話クラブ、学友会への補助費など奨学事業
だけに使われています。事務費や人件費などの管理費支出
は、資産の利子収入で賄っています。＊年度寄付金収入の
82.2％奨学金補助費ほか 13.3％（利子収入管理費 4.5％）
＊ 寄付金の種類「普通寄付金」と「特別寄付金」の２種
類があります。いずれも使い道は同じです。
■ 普通寄付金：各クラブが決めた金額×会員数分を
国内全クラブから納入いただいてるもので、安定
財源として必要です。
■ 特別寄付金：個人、法人、クラブからの任意の寄
付金で、金額も自由です。一定金額に達するごと
に表彰制度があります。
（豆辞典を参照下さい）
米山記念奨学会では財政の健全性、透明性の確保に十分配
慮しています。内部監査に加え、公認会計士による外部監
査として、公正な立場から毎月全伝票のチェックを受けて
います。決算報告もホームページ上で公開しています。詳
細な計算書類は「事業報告書（統計・資料編）に掲載して、
毎年 9 月下旬に全クラブに送付しています。
＊ すべての寄付金に税制優遇が受けられます。詳しくは、
豆辞典および卓話なので紹介いたします。
2630 地区米山記念奨学委員会の年間スケジュールは、
7 月、次年度の奨学生指定校選定書類作成東京米山本部へ
の送信、9 月には米山記念奨学生中間激励会報告会、10
月 22 日地区大会において米山ナイト開催「委員会、奨学
生、学友会」参加、1 月 14 日面接官オリエンテーション
開催、1 月 15 日次期奨学生面接選考会開催、3 月 25 日奨
学金修了式（卒業式）4 月 8 日新奨学生、世話クラブ、カ
ウンセラー、大学指導教官オリエンテーション（入学式）
の開催。6 月・12 月全国 34 地区米山委員長研修セミナー
（東京）に参加。
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＜ニコニコＢＯＸ＞
今日は、米山の卓話に伺いました。よろしくお願い致しま
す。
地区米山記念奨学部門委員会 委員長 後藤 博美 様

米山記念奨学の後藤博美委員長、本日は卓話をよろしくお
願いします。また明日からの東京での財団セミナーもご一
緒です。よろしくお願いします。
村瀬 祐治

本日もメーキャップさせて頂きます。何かと出張も多く今
後も貴クラブにお世話になりますがよろしくお願い致し
ます。
高山西ＲＣ 松川 英明 様

地区米山記念奨学部門委員会 後藤博美委員長、本日はよ
ろしくお願いします。高山西ＲＣの松川英明様のご来訪を
歓迎致します。
松之木映一

国際ロータリー第 2630 地区 米山記念奨学部門委員会
委員長 後藤博美様、高山西ＲＣ 松川英明様のご来訪を
心より歓迎致します。後藤様には本日卓話をよろしくお願
いします。
理事役員一同

田山ガバナーエレクト壮行会に出席の皆様方、ご苦労様で
した。
橋本 修

米山記念奨学部門委員会 委員長 後藤様のご来訪を歓
迎申し上げます。本日は卓話をよろしくお願いします。
黒地 重雄

今週末、高校の同級生で千葉に行って来ました。ついでに
映画「君の名は」を見てきました。アニメは敬遠していま
したが内容も深く映像も綺麗で退屈することなく見入っ
てしまいました。その後、同級会へ出席しましたが、卒業
後 30 数年ぶりの級友の面影の無さに思わず「君の名は？」
と言う事でニコニコへ。
鶯塚 英雄

後藤博美米山記念委員長のご来訪を歓迎致します。卓話を
楽しみにしています。
伊藤 正隆

先日の祝い事の「おすそわけ」です。

高橋

厚生

