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卓話 三国明パストガバナー
小林達郎 米山奨学選考委員長
米山委員会

インスピレーションになろう

お客様紹介
■ 三国 明パストガバナー
■ 小林達郎米山記念奨学学友選考委員長
■ 鶴見 裕パスト地区幹事

会長挨拶

小宮

皆様こんにちは。

勇会長
三国明パストガバナー、小

林達郎米山記念奨学学友選考委員長、鶴見裕パス
ト地区幹事、ようこそお越し下さいました。後ほ
どご挨拶、卓話を宜しくお願い申し上げます。
さて早くも稲狩りが始まりましたね。重たそう

それでこそロータリー
小宮 勇会長
小宮 勇会長
小宮 勇会長
宮本和寿幹事

な稲穂の姿が見えますが、台風21号の影響が心配

例会委員会
稲山竜也君帰国報告
出席奨励委員会
丹野寿明例会委員長

阿津沢清会員初め研修リーダーの田中徹夫パストガバナー,出席奨励委員長斉

9 月25日(火)は、
規定により休会です。

になりますが稲刈り取りは大丈夫でしょうか。それにしても新米が早くも食
べられると思いますと嬉しくなりますが今年の味はどうでしょうか。
昨日は会員増強委員会による会員の勉強会をペキン亭にて開催いしました。
新会員の皆様方共に多く会員のご出席いただき大変苦労様でした。担当理事
藤公司様、会計担当関根隆光様、宮本和寿幹事大変ご苦労様でした。ちょう
ど良いタイミングでこの勉強会が出来て本当によかったと思います。
今日は後ほど米山記念奨学についての勉強会が有りますので宜しくお願いい
たします。
さて9日からいよいよ大相撲秋場所が始まりますが、関取の夢を後輩たちに
負けてはいられないと、静かな闘志を燃やしている幕下力士が、先月25日大

次回例会案内

相撲夏巡業春日部場所で力強い相撲を見せ存在感をアーピール致しました。

第1818例会 10月2日(火)

市立緑小、緑中から埼玉栄高校へ進み、それまで続けてきた柔道から相撲に

会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 会員卓話
担
当

転向し、高校2年生の時、夏場所観戦後に父親と宮城野部屋の前で当時大関
だった白鵬に声を掛けられ、高校中退して角界に入門いたしました。しこ名
は「宝香鵬」29歳です。2007年3月初土俵入り、身長185㎝体重150㌔相手の懐
に入り、前褌(まえみつ)をとって攻める四つ相撲が得意だそうです。十両昇
進まであと一歩頑張ってもらいたいですね。秋場所はどうでしょうか期待しま
す。この後卓話がありますので終了いたします。

お客様ご挨拶
◆鶴見

裕パスト地区幹事様(春日部西RC)

お邪魔しました。今日は三國パストガバナーの
お供で参りました。元々は岩槻出身ですが、今は
春日部の方に住んでいます。山形照之パスト地区
幹事と西村さんには、幹事会でお世話になってお
ります。又、西村さんには三國ガバナーの時に春
日部の事務所をお手伝い頂きました。有難うござ
いました。
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宮本和寿幹事

１０月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！

1. 地区より、「ポリオ撲滅カウントダウンチャリティコンサート」
チケット購入のお願いが届いております。

■
■
■
■
■

・日時 11月29日(木)
・さいたま芸術劇場
・チケット代

1枚3,000円

回覧

2. 地区より、「RYLA研修参加申込書」が届いてお

橋本
昇
飛田美佐子
山形 照之
宮本 和寿
藤堂
昇

会員 お誕生祝い
会員
〃
会員 ご結婚記念
会員
〃
会員
〃

ります。
・場所

鹿児島県

・研修日程
・費用

屋久島

ご 報 告

31年4月13日(土)～15日(月)

研修生

・申込み締め切

60,000円

ロータリアン

85,000円

30年12月末日

道博物館へ10時45分に着きます。11時から11時40分にラ

3. 地区社会奉仕委員会より「埼玉県腎・アイバンク協

ンチトレインにて、昼食を食べて12時10分～12時20分に

会」より献眼・賛助会員の登録のお願いが届いており

鉄道ジオラマを見学します。時間まで中を自由に見学し

ます。

て頂き、児童養護施設に到着は15時30分の予定です。

4. 地区より「ポリオチャリティゴルフ大会」の組合せ表

各自直接現地に行かれる方も参考にしてください。

が届きました。
5. 今晩 PM6:30～ 第6回

◆藤堂

理事会が「雅致」にて行われ

ます。

昇副会長

米山奨学会より、マルチプル
３回 目 の功 労 賞 を、小 宮 勇
会長より授与される菊池和
彦 ガバナー 補 佐 お めでとう
ございます。

「健康増進部会ハイキングの
ご案内」前回の理事会にて承認
をして頂きました。来る10月6
日(土)に、古きよき時代を残す
蔵の町

栃木市を散策という事

で企画致しました。皆様にFAX
が届くと思いますので、任意でご参加下さい。

◆山形照之公共イメージ委員長
横書き31ページに「世界ポリオ
デ ー」イ ベ ン ト に つ い て、33

委員会報告

ページに日本のロータリーの

◆奥津雅史親睦活動副委員長

100周年と記事が、掲載されて

既にご案内しております9月

おります。又、34ページから本

12日のさいたま商工会議所会員

日の卓話にもあります「ロータ

交流ゴルフ大会について、参加

リー米山記念奨学会の基礎知識」について、掲載されて

者には連絡がいっていると思い

おります。横組み32ページには、大宮シティロータリー

ます が、「焼肉やっちゃん」の

クラブの「大地の恵みジャガイモ・プロジェクト」が29

駐車場へご集合をお願いしま

ページには、杉戸ロータリークラブの「台湾で姉妹クラ

す。7時15分にお願いします。

ブ締結」の記事が25ページには、浦和ダイヤモンドの記
事が掲載されていますので、ご覧ください。

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長

卓話者紹介

9/9(日)の補助金事業の説明

斎藤公司米山奨学委員長

を簡単に致します。「養護施設

◆三國 明パストガバナー プロフィール

いわつき」の子供達を鉄道博物

所属

館の見学に連れていきます。子

勤務先

春日部西ＲＣ

供が34名、先生が15名、ロータ

医療法人 春明会理事長

リアンが16名になります。

社会福祉法人

既にご案内してありますが、9時30分に施設を出発し、鉄

春榮会
理事長
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学歴

◆米山奨学部門学友選考委員長
1967年3月

東京医科歯科大学医学部卒業

(幸手中央RC)

1974月4月 医学博士号取得

奨学生の選考・

ロータリー歴
1983年6月2日

小林達郎様

世話クラブ決定方法について

春日部西ロータリークラブ入会

1995年～1996年度

クラブ会長

2001年～2002年度

地区米山記念奨学部門委員

2003年～2004年度

同学友委員

2004年～2005年度

第4グループガバナー補佐

2011年～2013年度

2770地区

１．奨学生の選考について
留学生を指定校（共栄大学、
埼玉大学、芝浦工業大学、聖
学院大学、獨協大学、日本工業大学、文教大学）から
推薦して頂き、候補者を地区ロータリアンが書類審

ガバナー

査・面接試験を行い選考する。
2018学年度は、36名

◆小林達郎様

（全国850名）（継続10名、新規26名）

地区米山記念奨学選考委員会委員長

2019学年度は、33名（全国820名）

(幸手中央ロータリークラブ)

（継続13名、新規20名）
２．世話クラブ決定方法について

本日のテーマ

外部卓話

2017～18年度・2016～17年度の個人平均寄付額と入学
生を根拠に基本３次選考まで行う。

◆米山記念奨学担当諮問委員
三國

例：

明パストガバナー様

➀過去２年間(2016～17年度、2017～18年度)の個人平

皆さんこんにちは。何年か

均寄付額を算出する。

前にこちらのクラブにお邪魔

24,000円と26,000円の場合（24,000円＋26,000円）

した時に「豆腐ラーメン」を

÷2＝25,000円

ご馳走になった事を今でも覚

②受け入れ学生数・期間による修正をする。

え て お り ま す。2011-12 年 に

過 去 ２ 年 間 の 内、２ 年 受 け 入 れ、25,000 円 ÷ 3=

ガバナーを務めさせて頂きま

8,333円

した三國でございます。何と言ってもこのクラブには、

１年受け入れ、25,000円÷2= 12,500円

田中パストガバナー公私共々常日頃、お世話になってお

受け入れなし、25,000円÷1= 25,000円

ります。そして西村さんには、私がガバナーの時、鶴見

③修正した２年間の個人平均寄付額で順位をつけ偏差

地区幹事さんとも、大変お世話になりました。本当に有

値を算出。

難うございました。その他大勢の皆さんにお世話になり

④クラブごとの寄付総額で順位をつけ偏差値を算出。

ました。

⑤③で算出した個人平均寄付額の偏差値の４倍と

私に与えられたテーマは「米山記念奨学の世話クラブ

④で算出した寄付金総額の偏差値の和を求め、

について」と云う事ですが、そちらの方は小林部門委員
長さんにお願いして、私は「日本の米山の概略的な事」

ご結婚・お誕生祝い

をお話させて頂きます。

■ 宮本和寿会員 お誕生祝い
■ 山崎和雄会員 ご結婚記念

米山奨学会も財団法人になって既に50周年になり、大
変な歴史です。今ではRI公認の最大の寄付団体に認定さ
れております。現在までに2万人の奨学生を輩出していま
す。昔は戦時中盗難アジアの国々に色々とご迷惑をお掛
けした…と云 う事で、始め た事で すが、今では 多少 変
わってきております。
毎週、例会に出席してカウンセラーを実際の親の様に
感じて、生活している学生も沢山居ります。ロータリア
ンからも色々な事を教えて頂き、非常に勉強になってお
り、経済的にも安心して勉学に励む事が出来る様になっ
たと喜んでおります。これからもこの事業を継続して行っ
てまいりたいと感じております。この後は小林部門委員長

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございま
す。これからもお元気で‥‥。

に実務的なお話をお願い致します。
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上位のクラブから世話クラブとなります。

ニコニコＢＯＸ・出席報告

偏差値とは、個々の数値が、全体の中でどの位の位置

三國

明パストガバナー(春日部西RC)
本日は、お世話になります。
鶴見 裕パスト地区幹事様(春日部西RC)
お世話になります。
小林達郎様(幸手中央RC)
本日は、宜しくお願いします。
小宮
勇
三國パストガバナー、小林米山学友選考
委員長、鶴見パスト地区幹事ようこそお
越しくださいました。後程、卓話宜しく
お願いします。
宮本 和寿
三國PG始め、皆様ようこそ。卓話宜しく
お願いします。台風が心配です。
加藤 和正
パストガバナー三國様、パスト地区幹事
鶴見様、学友委員長小林様、卓話に感謝
します。
(同趣旨)
菊池 和彦
斎藤 公司
萩原 秀咲
杉田 政男
橋本かほる
遠藤 光治
本日は、三國パストガバナーご苦労様で
す。
阿津澤 清
台風が直撃です。被害が出ない様に祈り
ます。
山形 照之
三國PG卓話有難うございます。鶴見P地区
幹事お久しぶりです。小林米山学友委員
長ようこそ。
増渕
明
昨日の会員勉強会、有難うございました。
藤堂
昇
これから台風が近づいて来る様です。皆
様、充分に気を付けましょう。
加藤 哲男
台風が近づいています。いよいよ風が出
てきましたネ。農作物が心配です。
山崎 和雄
結婚祝い有難うございます。
中里
仁
早場米、品質悪い、小粒・白米ひび割れ
米だそうです。
飛田美佐子
台風の影響少ないといいですね。
関根 隆光
田中 徹夫
奥津 雅史
水戸
恵
丹野 寿明
清水 常三
萩原 満久

にいるか表した数。
平均値が、50で増減する
地区の米山奨学生が決まるまで
６月 奨学会で地区ごとの学生数を決める
寄付金収入予測に基づき、全体採用数を決める。
（2018年度は、820人枠）
全 体 採 用 数 820 人 か ら「海 外 学 友 会 推 薦 奨 学 生」４
人＋「海外応募者対象奨学生」31人を除いた785人を
下記の要素に分ける。
寄付総額 50％372人、個人平均寄付額 30％223人
特別寄付者割合 10％74人、有資格者数 10％74人、他
各々要素ごとに、地区の全国対比で人数を算出し、合
計する。
2018年の地区割り当て数は、2015～16年度の寄付実績
をもとに算出する。
今年度より、「特別寄付者割合」が新たに算出要素に
加わる。
７月 地区で指定校と非推薦者数をきめる。
指定校と募集要項を奨学会HPで発表
８～10月

指定校の学内選考と申し込み（応募締め切

り：10月15日）
11～１月

書類選考・面接試験実施

奨学会と地区で書類審査をします。
指定校から推薦された候補者を各地区ロータリアンが
面接選考します。
１～２月

合格通知（地区から指定校へ送付）

４月

地区でオリエンテーション

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ニコニコBOX金額報告
9/4合計

４１，０００円

今年度累計

２９２，０００円
出席報告

卓話者に記念品贈呈、本日はご多忙の中、お越しく
ださいましてありがとうございました。

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

9/4免除
2名

30
(2)

24
(2)

4

3

96.42%

8/19修正
免除2名

30
(2)

30
(2)

0

0

100.0%

会
長
幹
事
会報委員長

小宮
宮本
山形

2018～’19年度 岩槻東ロータリークラブ
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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