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「米山記念奨学会と米山ランチ」 

 

米山記念奨学委員長 佐々木虚室 

 

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志し

て日本に在留している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

支給し支援する民間の奨学団体です。 

将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で

活躍する優秀な留学生を奨学することを目的とし

ています。 

優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性はも

ちろんのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケー

ション能力」への意欲や能力に優れている点が含ま

れます。 

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通

して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会

貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国

際平和の創造と維持に貢献する人となることが期

待されます。 

そんな奨学生は近い将来、「親善大使」として、

日本人の謙虚さ、誠実さ、精励さを世界に発信し日 

本と世界の懸け橋になってくれると信じております。 

東山ロータリークラブも、米山記念奨学会への協

力のもと「米山ランチ」を実施しております。会員

の皆様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。ま

た、10 月は「米山月間」です。なお一層のご支援

ご協力を重ねてお願いいたします。 

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ·· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ······· 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐 
親睦活動(理事) ····· 小森 直之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫 
職業奉仕(役員) ····· 岸  弘祐 
社会奉仕(役員) ····· 坂田  均 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 竹之内米貴 

副幹事 ········· 郡  正樹 
副幹事 ········· 上村 承生 
副幹事 ········· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司 
副会計 ········· 山本 眞也 

本日の例会 米山ランチ 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪奉仕の理想 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
−特別事業クラブ・フォーラム− 

山科醍醐こどものひろば  堤かおり様 
担当 「地域の子どもたちに歓声と笑顔の一日を」委員長 

横尾浩志君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
特別事業合同委員会 例会終了後 東館４Ｆ「平安の間」 
情報集会第３組〈森里ﾘｰﾀﾞｰ〉 １８：００～「晴鴨樓」 

 

前回例会報告 
会員数 78（31）名 出席者 55（17）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 85.94％ ゲスト 2名 
第 225８回出席率 98.51％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
 

次週の例会 １０月２８日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

-米山奨学生スピーチ－ 

「リアルな私と留学生活」 

米山奨学生 張 静楠様 

 

次週の会合 
情報集会第４組〈中塚ﾘｰﾀﾞｰ〉 １８：３０～「木や」 

２０１４年１０月２１日 第２２６１回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１５ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 



 

 

幹 事 報 告  
■米山ランチ   

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビ

ジター各位のご協力をお願い致します。 

■「地域の子どもたちに歓声と笑顔の一日を」 

本日特別事業フォーラムを開催いたします。

受付にて委員会構成表とチラシをお配りしてい

ます。ご協力よろしくお願いします。  

■台湾新竹ＲＣ創立６０周年記念式典ご案内 

１２月２３日（火）「新竹国賓ホテル」に於いて開催さ

れます。先週ご案内状・日程表をお配りしました。参加

ご希望の方は事務局までお申込みください。 

■新事務局員 加藤ゆみさん 

１０月１５日（水）より新しい事務局員として勤務されて

います。会員の皆様、よろしくお願いいたします。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【１０/１４（火）例会】 岡武ＲＡ委員長、福川同委員、関

根会員が出席されました。ごくろうさまでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 好 会 情 報  
野球同好会練習１０/２８（火）例会終了後「勧修寺ｸﾞﾗﾝﾄﾞ南側」 

軽音楽同好会ﾘﾊｰｻﾙ１０/３０（木）２０：３０～「スタジオ２４６」 

ゴルフ同好会１１/２（日）９：３０集合｢ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都 GC｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜10/14＞ 
ロータリー財団  
ベネファクター基金積立 計 10,000円／$69 
 累計 30,000円／$69 

稲本様、岸様、本日はありがとうございます。吉田（武）君 

米山記念奨学会 計 65,000円 累計 449,000円 

10 月は米山月間です。ご協力よろしくお願いします。

 佐々木君 

川勝会員２４ＲＣゴルフコンペ優勝おめでとう。 川中君 

２４ＲＣ参加できず申し訳ありませんでした。 福留君 

事務所新築自祝  大藤君 

一助に 関根君、上村君、布施君、小森君 

ニ コ ニ コ 箱 計 58,000円 累計 1,095,000円 

職業奉仕フォーラム稲本渡様、本日はありがとうござい

ます。岸委員長、ごくろうさまです。 

 小野君、木村（安）君、布施君、稲本君 

本日のフォーラムどうぞよろしくお願い申し上げます。

 岸君 

２８年 100％出席自祝。 今井君 

１７年 100％出席自祝。 名筯君 

誕生日自祝。  戸田君 

誕生日自祝。  奥田君 

婦人誕生日自祝。  戸田君 

結婚記念日自祝。 渡辺君、中村（吉）君、本田君 

木村安輝会員カムバックおめでとうございます。 

 渡辺君、中村（弘）君 

平野さん、中信ビジネス情報誌に掲載おめでとう。  

 鈴木君 

坂田さんありがとう。 井上（勝）君 

２４ＲＣチャリティーゴルフコンペベスグロ優勝自祝 

  川勝君 

川勝君２４ＲＣチャリティーゴルフコンペベスグロ優勝

（スコア 74）おめでとうございます。 杉﨑君、竹本君 

 中西君、村岡君、中塚君、坂田君、中村（弘）君 

川勝さんこの度はありがとうございました。 佐々木君 

希望の風奨学金 計 2,000円 累計 113,000円 

一助に。 吉田（良）君 

１０/２２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京の御火焚と大根焚」  佛教大学 歴史学部教授 八木 透氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「心臓の話」 三菱京都病院名誉院長・京都ＲＣ会員 吉田 章氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 職業奉仕月間に因んで「私と職業奉仕」  会員 清水英司氏、会員 杉本豊平氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「ミツバチと脳の不思議な共通性」  会員 杉本五十洋氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本の常識は世界で通用するか？ベトナムから見た日本」  綾木企画技術士事務所 代表 綾木光弘氏 

１０/２３ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「日本の針路を考える―インテリジェンスを武器に―」  外交ジャーナリスト・作家 手嶋龍一氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―京都紫野ＲＣ・京都紫竹ＲＣ・京都北ＲＣ合同例会―「ボディ ブレイン～どん底から這い上がるための法則」 元阪神タイガース投手 野球解説者 下柳 剛氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ロシアのスマイル」 米山奨学生 シェルバコーワ キセニア氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー「第４回クラブ討論会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「伝統の未来。未来の伝統」～PARASOPHIA；京都国際現代芸術祭 2015 の試み～  京都国際現代芸術祭組織委員会事務局 事務局長 尾崎宣之氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「秋の夜長を楽しむ会（家族親睦例会）」（例会場臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「職業奉仕について」  職業奉仕委員長 中野種樹氏 

１０/２４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の職業奉仕」  会員 北尾康幸氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「職業奉仕について」 職業奉仕委員長 渡邊忠司氏、 「東日本大震災復興支援報告」 誓いを後世にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員長 杭迫柏樹氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「職業奉仕月間に因んで」 京都洛西ロータリークラブ・職業奉仕委員長 吉川裕丈氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―京都北ＲＣ・京都紫野ＲＣ・京都紫竹３ＲＣ合同例会―（例会日臨時変更） ＊ビジター受付はございません 

１０/２７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「物売りでは無く睡眠を売る商売」  ㈱京都八田屋代表取締役社長 ベッドマイスター 八田道明氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―京都北ＲＣ・京都紫竹ＲＣ・京都紫野ＲＣ合同例会―（例会日臨時変更） ＊ビジター受付はございません。 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 米山奨学生スピーチ「違いを大切に」  2013 学年度米山奨学生 周 霊怡氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 米山奨学生卓話「ベトナムについて」  NGYEN, NGA THI THANH（グェン,ガー ティ タン）氏 

１０/２８ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 2 回クラブアッセンブリー ガバナー公式訪問準備「奉仕についての思いと会員増強」 RI 第２６５０地区ガバナー補佐 森田惠三氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都市の教育改革について」  京都市教育委員会 教育次長 在田正秀氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「クラブ・デー」 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

院内学級活動情報 

活動内容：ポーセラーツ、コースターの制作 

１１月１１日（火） １９：３０～ 院内学級準備例会 

１１月１７日（月） １３：００～ 京都大学附属病院 

１２月８日（月） １３：００～京都府立医科大学附属病院 

１２月１５日（月） １３：００～ 第二赤十字病院 

１月１９日（月） １３：００～ 国立京都病院 


