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本日の卓話

9/4：98.18% 9/11：100% 9/18：100%

「歯科医師の行う社会貢献」

一般社団法人岡崎歯科医師会 理事 岩瀬晴彦様
【10 月 2 日第 1997 回例会 会長挨拶】
先週は何の前触れもなく突然、大災害が起こりました。毎日ニユースで報道されています御嶽山の噴火に
よる災害です。予知はある程度できると言われていますが残念です。昼少し前、山頂の神社の脇でおにぎり
をほおばりながら楽しいひと時を過ごしていた親子や元気のいい若者たちを突然、噴石や噴煙が襲いました。
運よく生存できた人の証言によると、生死の境目は運のみだったと証言されていました。４７名の方々が
亡くなられたと報じられました。亡くなられた方々の、ご冥福をお祈り申し上げます。

前回の例会

「米山の現況」

地区米山奨学委員会 委員長 伊藤敦夫様（豊田中 RC）

日頃は米山奨学事業に対しまして、あたたかいご支援とご協力をいただき誠にありがとうございます。
岡崎東 RC 創立から 42 年で奨学生 9 名をお世話いただき、累計で 44,115,614 円の多額の寄付を頂きました。
日本で初めてのロータリークラブを作った米山梅吉さんの功績をもとに米山奨学会が発足されました。米山奨学
事業は日本独自の奨学事業であり、他の奨学団体とは全く違い大学生や大学院生を中心に日本で学ぶ外国人に奨学
金を出して支援をし、将来世界を渡る母国と日本との懸け橋をなっていただけたらと思っております。
この奨学事業は人材育成なので、今日の明日に結果の出ることではありません。長いスパンをもとに考えなけれ
ばいけません。奨学事業を継続していくには、皆様からのご寄付が非常に大切になっております。
年間 700 名が全国でお世話になっています。実は一昨年までは 800 名でありました。なぜ減ったかというと
バブルの崩壊、リーマンショックの影響でロータリアンの数が 10 万人から 8 万 8,000 人くらいに減り、愛の浄
財もともに減少しました。18,000 人以上の奨学生のうち、留学生もそうですが中国の方が圧倒的に多いです。
皆さんに寄付していただいた奨学金は、すべて奨学事業に使われていることは明確になっております。昨年度 13
億 3,700 万円以上の寄付をいただき、管理費 6,700 万円は利子でまかなわれております。ぜひ安心してご寄附
いただけたらと思います。
そして米山には税制の優遇もあります。例えば課税所得 750 万円の方が 10 万円の寄付で 39,200 円の所得税
が軽減されます。昨年度の寄付の平均が 17,910 円であり、寄付の平均が 2 万円を超えますとガバナー賞の対象
にもなります。皆さんからの寄付がなくなると、特別積立財産は３年でなくなってしまいます。
日本のロータリアンが受け継いできた世界に誇る国際貢献事業が米山であり、世界に胸を張って誇れる事業だと
思っております。教育への投資は長期的波及効果などを含めて、長いスパンがかかります。
米山奨学事業はロータリアン皆さんのご寄付によって支えられておりますので、今後もぜひ皆さんのご協力とご
支援をお願い申し上げます。

卓話者 伊藤敦夫様と島田委員長

地区米山奨学委員長 伊藤敦夫様

10 月お誕生日おめでとう

皆出席おめでとう

会長挨拶

米山奨学生 候利明君

年次報告 直前会長 青山俊次君

ようこそ！本日ビジターの皆様

■ ワールドフード＋ふれ愛フェスタ チケット購入

ご来訪者 米山奨学生 候利明君
 幹事報告(近藤幹事)


希望の方は 10/10 迄に幹事まで(1 枚 2000 円)
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■ 10 月のロータリーレートは１ドル 106 円です。
■ ガバナー事務所より広島豪雨災害支援金のお礼

文が届いています。
■ 10 月 2 日(木)岡崎ＲＡＣの例会に西脇ＲＡＣ委
員が出席されます。
■ 10 月 5 日(日)ＲＬＩ研修パートⅠに浅岡会長エ
レクトが出席されます。
■ 10 月 7 日(火)第３回地区社会奉仕委員会に酒井
地区社会奉仕委員が出席されます。
■ 9 月 21 日(日)斎藤洋一君のお見舞いに伺いまし
た。先週退院され自宅にて療養されています。
■ 岡崎東ＲＣのクールビズは 9 月 30 日迄です。
■ 本日例会終了後、第 10 回理事会を行います。理
事・役員のご出席をお願いします。
 2013-14 年度会計報告(青山直前会長)
・会計報告(宇野会計)・監査報告(野村会計監査)
 出席委員会 本日の出席率 98.21%(欠席 1 名)
前々回(9/18)修正出席率 100％(欠席 0 名)
 ビジター報告 [岡崎 RC]5 名
 ニコボックス委員会
 三浦泰廣君･浅岡謙治君･新浪勝也君･野村政弘

君･島田英太君･南鉉君 地区米山奨学委員長伊
藤様を歓迎します。
 中根匡規君 観月夜間例会有難うございました。
 親睦活動出席委員 いい事がありました。
 青山俊次君 年次報告書が出来上がりました。
 永田和氐君 今年の野球は終わりました。
 草野信隆君･水野恒彦君･春名祐樹君･林孝夫君
皆出席を喜んで。
 原田耕平君 ちょっといい事がありました。
 長坂勲君 ニコに協力します。
 石原靖増君 浅岡さんありがとう。
 安川政男君 夜間例会ご利用有難うございます。
 小林清文君 夜間例会欠席ご迷惑をかけました。
 橋本義紀君 菅生川草刈り欠席しました。
 西脇謙二君 二週連続例会を欠席しました。
 親睦委員会 岡崎４ＲＣ親睦テニス大会のご
案内（11/23(日)於：フレッシュテニスコート）
 雑誌委員会 ロータリーの友１０月号の紹介。
 米山奨学委員会 10 月は米山月間です。米山
特別寄付(２万円)ご協力をお願いします。
 ロータリー財団委員会 ご浄財のお願い。

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

10/16(木)

内容

―

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

10/23(木)12:30～ メットライフ生命保険㈱
10/30(木)12:30～

「職場例会」

岡崎市竜美丘会館「501」 「ガバナー補佐訪問」西三河中分区ガバナー補佐 桐渕利次君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

10 月 14 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 17:00～18:00

10 月 15 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 16 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 2 階 11:30～12:30

10 月 23 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 24 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

10 月 27 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

10 月 27 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 28 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 29 日（水） 豊田東・三河安城･知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 30 日（木） 豊田

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 31 日（金） 安城・西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

10 月 16 日（木）

ひよどり会

10 月 9 日（木）

場所

内容

名古屋グリーン CC
チャーム

定例会 （9 月のあづま会は中止でした）
定例会
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