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2015 ～ 2016　国際ロータリー会長　K.R. ″ラビ″ ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　西迫　哲君（21日）

＊夫人誕生日
　髙橋伸一郎君
　（三起子夫人21日）

＊結婚記念日
　西迫　哲君（21日）
　市川信也君（22日）

＊入会記念日
　小野　修君（H25.11.19）
　小山賢司君（H25.11.19）

点鐘　…会田義明会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

RI第2780地区米山奨学・米山学友委員長
小野良太郎様（秦野中RC）

彭
ホウ

　奕
イ シ ン

禛君（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・「地区研修・協議会」報告書
・“第8回新会員の集い”会員相互の親睦と意見交換

の会　登録のお願い
2016年2月12日（金）～ 13日（土）箱根湯本ホテル
対象　入会5年程度　リーダー予定者
12月10日までガバナー事務所返信

◎RI日本事務局より
・ソウル国際大会　スケジュール公開等について
・11月ロータリーレート　1ドル＝120円

◎神奈川県知事より
・［麻薬・覚せい剤乱用防止運動神奈川大会］ご案内

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会事務局より
・彭　奕禛くん 奨学生レポート

幹事報告

◎例会変更
・海老名欅RC

11月 5日（木）→　11月1日（日）海老名市少年野球大会
場所：海老名運動公園野球場
集合：13:30

11月26日（木）→　夜間例会
「綾瀬春日RC・海老名欅RC合同例会」
場所：オークラフロンティアホテル海老名3F
点鐘：18:30

・大和中RC
11月12日（木）→　11月14日（土）移動例会に振替
「松風園の子供達と共に」

第2676回例会（11月10日）☆司会　鈴木茂男 副SAA

今日の例会（2015 年 11 月 17 日）

「認証状伝達記念例会」（移動例会）
担当：会田義明会長

次回の例会（2015 年 11 月 24 日）

「生命保険の活用」
担当：小野　修君

東京海上日動あんしん生命㈱ 神奈川生保支社長
岡崎正樹様



場所：イオンシネマつきみ野
11月19日（木）→　夜間移動例会
「東慶州RC来訪合同例会」
場所：大和商工会議所　点鐘：18:30

12月10日（木）→　夜間移動例会
「クリスマス家族例会」

12月17日（木）→　12月13日（日）移動例会に振替
「3クラブ合同交通安全教室」

12月31日（木）→　取り止め例会（定款第6条第1
節（C）による）

・大和田園RC
11月13日（金）→　11月 8日（日）家族会に振替
11月20日（金）→　11月14日（土）の
「やまねっと福祉コンサート」に振替

11月27日（金）→　11月21日（土）移動例会
救命講習会に振替

12月11日（金）→　12月13日（日）の
「交通事故撲滅大作戦」に振替

12月25日（金）→　夜間例会
・綾瀬春日RC

11月25日（水）→　26日（木）移動例会
点鐘：18時30分

「綾瀬春日RC・海老名欅RC合同例会」
場所：オークラフロンティアホテル海老名

12月16日（水）→　夜間例会（クリスマス例会）
点鐘：18時30分
場所：オークラフロンティアホテル海老名

委員会報告

◎親睦活動委員会
11/24忘年親睦例会の打ち合わせを例会後に行いま
す。出席宜しくお願い致します。

理事役員会 議事録

日　時：11月10日（火）　13：45 ～（テーブル会議終了後）
会　場：厚木商工会議所　408号室

1．会長挨拶  会田義明 会長

2．例会行事
11月度例会
17日（火） 認定状伝達記念例会（移動例会） 会　長
24日（火） 卓　話 小野　修 会員

12月度例会
1日（火） 年次総会（次期理事） 会　長
8日（火） 忘年親睦例会（移動例会） 親睦活動委員長　森住　等 会員

15日（火） 疾病予防と治療月間 社会奉仕委員長　青山泰秀 会員
22日（火） 卓　話 市川信也 会員
29日（火） 休　会

3．議題
　①例会行事について
　②10月9日第4回会長幹事会報告 会　長
　③認証状伝達記念例会（移動例会） 会　長
　④忘年親睦例会（移動例会） 親睦活動委員長　森住　等 会員
　⑤厚木3クラブ合同賀詞交歓会 ホスト 厚木クラブ
　⑥その他



スマイル

小野良太郎様（秦野中RC）
本日はお世話になります。

会田義明会長
10月27日に開催されました、職業奉仕・親睦活動合
同例会では、海老名市の雪印メグミルクの工場見学、
東京都府中市の味の素スタジアムでの施設見学と普
段見れない場所を見せていただき、貴重な体験をさ
せていただきました。また、夜の懇親会はつきみ野 
うかい亭で豪勢な食事を堪能いたしました。常磐委
員長、森住委員長、大変ありがとうございました。ま
た、うかい亭をご紹介いただきました前田さん、ワイ
ンを提供して下さいました井上さん、大変お世話に
なりました。

飛鳥井豊君
去る10月21日のゴルフコンペに、3年ぶりに参加さ
せていただきました。皆々様の手厚い介護をいただ
きながら、無事に終了することが出来ました。ありが
とうございました。

壽永純昭君
地区委員会の若きエースの委員長、小野良太郎様、ご
来厚を心より歓迎します。米山奨学・学友について
の卓話、楽しみにしております。よろしくお願い致し
ます。

前田賢一君
歴代会長会議を直前会長として担当し、開催させて
頂きました。ありがとうございました。

髙橋　宏君
本日は特別な日ではありませんが、給料をもらった
日なのでスマイルします。

職業奉仕委員長 常磐重雄君
先々週の職業奉仕の移動例会、皆様の協力で無事終
えることができましたので感謝のスマイルです。

米山尚登君
事業所開設祝いありがとうございました。

森住　等君
先日の職業奉仕、親睦活動合同例会に参加して下
さった方々、ありがとうございました。おかげさまで
楽しい懇親会が出来ました。常磐委員長の計算され
た順路にはびっくりしました。井上聡さん、肉に合う
ワインをありがとうございました。

前島憲司君
小野さん卓話引きうけていただきありがとうござい
ます。よろしくお願いします。

井上　聡君
今年も11月の第3木曜日の11月19日にボジョレー
ヌーボーが解禁になります。今年も多くのご注文あ
りがとうございました。11月18日頃に角天さん経由
でお届け予定です。

和田勝美君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。これで
今日もワインが飲めます。ありがたいことです。

今日のお花

木
あけび

通・花
かりん

梨・柚
ゆ ず

子・蜜
みかん

柑（壽永純昭君）
菊（切花）（鈴木茂男君）

卓話「ロータリー財団月間」

担当：R財団委員長 前島憲司君
講師：RI第2780地区米山奨学・米山学友委員長 小野良太郎様



ロータリー財団・ポリオプラス

厚⽊RC卓話
2015.11.10

第2780地区 オリエンテーション

ポリオ撲滅

・1979年にフィリピンの⼦供達にポリオ予防接種

・全世界で発症数を99％減らすことに成功

・これまで122カ国、20億⼈以上の

⼦どもたちへ予防接種を

・わずか60円のワクチンで⽣涯ポリオから

守れる

・ポリオ発⽣は全世界で51例まで減少

第2780地区 オリエンテーション

The history of Rotary Yoneyama Memorial Foudation

「⽶⼭記念」ってどういう意味？

⽇本のロータリークラブ創始者の⼀⼈、⽶⼭梅吉
⽒の名前に由来しています。
しかし彼がこの事業を始めたのではなく、⽶⼭梅吉
⽒の死後、彼の偉業をたたえ、その精神を受けつぐ
意味で始められました。

ロータリー⽶⼭記念奨学会とは①

第2780地区 オリエンテーション

奨学⾦の確認

奨学⾦の種類 ⽉額
学部課程奨学⾦
（学部課程・⾼専専攻科・専修学校⾼度専⾨⼠課程在籍者） 10万円
博⼠・修⼠課程奨学⾦ 14万円
クラブ⽀援奨学⾦（延⻑プログラム） 14万円
地区奨励奨学⾦
（短⼤・⾼専・専修学校在籍者） 7 万円

海外学友会推薦奨学⾦ 14万円

海外応募者対象奨学⾦
学部⽣：10万円
⼤学院⽣：14万円

第2780地区 オリエンテーション

昨年度の寄付状況
過去6年間で最⾼額 14億1,474万円

第2780地区 オリエンテーション

ロータリー財団

ロータリアンからの寄付を世界中の⼈々への奉仕へ

・ポリオ撲滅

ポリオプラス・プログラム

・平和の推進

ロータリー平和フェローシップ

・ロータリーの優先活動

戦略計画・６つの重点分野

ロータリー⽶⼭記念奨学事業

厚⽊RC卓話
2015.11.10

第2780地区 オリエンテーション

⽇ 本 の ロ ー タ リ ア ン が 独 ⾃ に 創 り 育 て た
外 国 ⼈ 留 学 ⽣ 対 象 の 奨 学 事 業 団 体

1952年 東京ロータリークラブで奨学⾦事業の計画

1967年 ⽂部省（当時）から財団法⼈の許可を得て、

（財）ロータリー⽶⼭記念奨学会を設⽴

2012年 公益財団法⼈への移⾏登記完了

ロータリー⽶⼭記念奨学会とは②
The history of Rotary Yoneyama Memorial Foudation

寄付はすべて奨学事業に
管理費は利⼦で賄っています！

普通寄付⾦
4億1,983万円

特別寄付⾦
9億9,489万円

奨学⾦ 10億4,034万円 補助費ほか
1億9,412万円

寄付⾦計 14億9,378万円

奨学⾦・補助費 12億3,446万円

利⼦収⼊
7,904万円

管理費
6,507万円

当地区の実績
2014年度平均寄付額 円 (第6位)

個⼈平均寄付額（平均15,996円）

2015年度平均寄付額 円 (第6位)



出席報告　＜会員 41 名、出席対象 32 名＞

10 月 20 日例会　　確定出席率 91.43％ 11 月 10 日例会　　出席 29 名　欠席 3 名　出席率 90.63％
＜事後メイク＞
　井上　聡君 （10月25日／地区大会）
　志保達郎君 （10月25日／地区大会）
　壽永純昭君 （10月25日／地区大会）
　髙橋伸一郎君 （10月25日／地区大会）
　前島憲司君 （10月25日／地区大会）
　十亀健志君 （10月25日／地区大会）
　小山賢司君 （10月25日／地区大会）

＜欠席＞
　柳田純昭君・小山賢司君・三宅壯平君

第2780地区 オリエンテーション

ご寄付のお願い
・2013年から奨学⽣数を100⼈減
・特別積⽴財産を取り崩しません

20,000円

当地区の⽬標

第2780地区 オリエンテーション

⽶⼭学友の活躍(1)
⽇ 本 企 業 の 強 い 味 ⽅ 、 敏 腕 弁 護 ⼠

姫 軍 さん＜中央＞
（1995-97/東京臨海ＲＣ）
中国⽶⼭学友会初代会⻑

第2780地区 オリエンテーション

⽶⼭学友の活躍(3)
モ ン ゴ ル で初め て の 3年制⾼校 、新 モ ン ゴ ル⾼校設⽴

ジャンチブ・ガルバドラッハさん
モンゴル⽶⼭学友会初代会⻑
RI3450地区フレーRC会員

第2780地区 オリエンテーション

⽇本国内：31
韓国

中国
（華北・上海）

台湾

タイ

ネパール
国内31
海外 6
国内31
海外 6

モンゴル

学友会について

第2780地区 オリエンテーション

⽶⼭学友の活躍(2)
台 湾 流 通 業 の ⽗、

徐 重仁さん（1976-77/平塚ＲＣ）
台北東海RC初代会⻑・台湾⽶⼭学友会初代理事⻑

第2780地区 オリエンテーション

ソウル国際⼤会

・⽶⼭ナイト
2016年5⽉29⽇(⽇)19：00〜予定

・分科会
2016年5⽉30⽇(⽉)14：00〜予定

・ブース
友愛の広場に⽶⼭ブース出展


