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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

●四つのテスト唱和 
 

●本日のお弁当 
 
 大正館 
 

●本日のお客様 

 
地区米山記念奨学委員会 加藤英樹様 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。まずもって、加藤様、今日はわざわざ

お越しいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願

い致します。 

 PR ですけども、1 月 30 日にものづくり講演会が碧南商工会

議所であります。講演者は、赤城乳業の鈴木政次さんで、ガリガリ

君を開発された方です。辛坊治郎さんの時にお客さんが 400 人集まりましたけども、碧南商

工会議所としてはそれに負けないぐらいたくさん来ていただきたいということで、是非よろ

しくお願い致します。 

 それに引っ掛けて、アイスクリームの話をしたいと思います。アイスクリームは元々、お菓

子ではなく、薬でした。氷の中に砂糖や蜂蜜を入れて、戦争の時の疲労回復のためのものがア

イスクリームの原型だそうです。それから、アイスクリームには賞味期限が書いてないので

すが、あれは賞味期限の記載をしなくてもいいというだけであって、賞味期限はあります。－

18℃くらいで完備されているので、スーパーマーケットなどでは安全ですが、それを購入し
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※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

て家庭の冷凍庫に入れますと、開けたり閉めたりしますので、温度管理が難しくなります。で

すから、3 ヶ月くらいまでに食べてもらいたいそうです。 

 アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの違いはということで、アイスクリームは乳

固形分 15%以上で、その内乳脂肪が 8%以上入っているもの。アイスミルクは乳固形分 10%

以上で、その内乳脂肪が 3%以上入っているもの。ラクトアイスは乳固形分 3%以上入ってい

るものということだそうです。 

 そんな所でつまらない話を聞いていただきまして、ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 

・ ガバナー月信 10 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ ガバナー事務所より「第 5 回ワールドフード+ふれ愛フェス

タ」プロモーションビデオのご紹介についてのご案内が届い 

ております。 

・ 第 2700 地区ガバナー事務所より「九州北部豪雨災害義捐金につきましての御礼とご報告」

が届いております。 

・ 先回、ご案内致しました第 1 回の次年度指名委員会開催のお知らせを関係各位にお届け

致しました。10 月 25 日の例会終了後の 13 時半より 102 号室で開催致しますので、よろ

しくお願い致します。 

・ 本日、地区大会参加の申し込みをされた方に交通手段のご意向をご案内致しました。期日

までにご返信をお願い致します。 

・ 次週の１０月１１日は法定休日を含む週のため休会となります。次回の例会は 18 日の水

曜日でございます。お間違いの無いようによろしくお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に 201 号室にて第 4 回の理事会を開催致します。関係の皆様、よろしく

お願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

地区米山記念奨学委員会 加藤 英樹様  刈谷ＲＣより地区米山に出向しております、加藤

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 10 名)出席者 59 名 

 出席対象者 59／62 名   出 席 率    95.16％ 

 欠席者 9 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 
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英樹と申します。本日は卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

木村 徳雄君  伊藤正幸さんにお世話に今からなりますので、宜しくおねがいします。 

平岩 辰之君  先日は、新美宗和さん、大竹さん、山口さん、お世話になりました。 

角谷 信二君  本日ネタはありませんが、ニコします。 

平岩統一郎君  本日の卓話講師 加藤英樹様を紹介させて頂きます。 

倉内  裕君  良いことが有りました。 

長田 和徳君  先週土曜日の中部経済新聞に当社の取り組みが掲載されました。講師の加

藤君、ごくろうさまです。 

大竹 密貴君  １０月１５日（日）大浜てらまちウォーキングを開催いたします。多くの

方々のご来訪を心からお待ち申し上げております。 

鈴木 泰博君  先日の母の通夜葬儀に大変お世話になり、ありがとうございました。 

杉浦 秀延君  １０月１日開催ジャパンビーチバレーボールツアー２０１７ファイナル 

グランフロント大阪大会（全国大会最終戦）成績、トヨタ自動車チーム男

子優勝：白鳥選手（グランドチャンピオン）、女子２位：西堀選手、５位：

溝江選手、入賞：橋本選手、立派な成績をおさめました。毘沙門さんにご

祈祷をお願いしたので、大変なご利益を頂きました。合掌 

        愛知県立碧南工業高等学校バレーボール部、１０月１日開催第７０回全日

本バレーボール高等学校選手権大会（通称：春高バレー）西三河支部予選

会に出場、みごと“優勝”しました。１１月３日開催の県大会に出場するこ

とになりました。応援よろしくお願いします。 

山口日出子君  新美宗和様、平岩辰之様、大竹密貴様、大変お世話になりました。とても楽

しゅうございました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ３日 黒田 昌司君    ５日 清澤 聡之君 

９日 平岩統一郎君（古稀） 

２３日 鈴木 基由君   ２４日 岡島 晋一君   ２６日 角谷  修君 

２９日 杉浦 勝典君   ３１日 石橋 嘉彦君 

 

奥様誕生日 

 ３日 山中 寛紀君の奥様  恭子様   ６日 杉浦 栄次君の奥様 ちづる様 

１８日 奥田 雪雄君の奥様 万里子様  １９日 平松  太君の奥様  ふき様 

２４日 森田 英治君の奥様  明美様  ２５日 平松 則行君の奥様  啓子様 

 

結婚記念日 

 ６日 藤関 孝典君・千智様  ３３年   ８日 苅谷 賢治君・益子様   ３年 

１４日 平松  太君・ふき様  ４７年  １８日 鈴木きよみ君・正徳様  ４５年 

２３日 鈴木 健三君・美津子様 ３４年  ２４日 鈴木 並生君・まゆみ様 ４６年 



２６日 粟津 康之君・尚子様  ２６年  ２６日 大竹 密貴君・弥生様  ２１年 

３０日 植松 敏樹君・圭子様  ５０年（金婚） 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「ロータリー米山記念奨学事業について」 

地区米山記念奨学委員会 加藤英樹様 

 

 皆さん、こんにちは。只今、ご紹介を賜りました刈谷 RC の

加藤と申します。よろしくお願い致します。本日は大変貴重なお 

時間を頂き、また、米山月間としての卓話の機会を頂き、ありがとうございます。 

 日頃は米山記念奨学事業に対しまして、色々とご協力を賜っておりまして、大変ありがと

うございます。確認しましたところ、碧南 RC さんにおかれましては、今日までに 5 名の米

山奨学生を受け入れていただきました。あわせて毎年、多額のご寄付を賜っておりまして、

2017 年 8 月現在の普通寄付・特別寄付の累計額が 5,000 万円を超えております。なかなか

5,000 万円を超えるクラブはいない状況の中で、ご協力、ご支援頂きまして、大変ありがとう

ございます。 

 それでは、本題に入らせていただきます。米山奨学金の成り立ちや使命につきましては、も

う充分ご存知のことと思いますので、割愛させていただきます。 

 皆様方もご承知の様にロータリー米山記念奨学事業は、最大の民間奨学事業でありまして、

現在、125 ヶ国に 19,808 名を超える米山奨学生の支援団体として、日本のロータリーが誇れ

る民間最大の国際親善事業に発展して参りました。全国のロータリアンが約 90,000 名であり

まして、全国の奨学生が約 800 名になっておりまして、奨学生 1 名に対しまして、ロータリ

アン 110 名で支えているという状況になっております。当地区におきましては、ロータリア

ンは約 4,800 名でありまして、米山奨学生は当年度 49 名になっておりますので、奨学生 1 名

に対して、ロータリアン 100 名で支えている形となっております。因みに次年度も 49 名程度

の奨学生を受け入れる予定と聞いております。 

 ここで皆さんからいただいた寄付金がどのように使われているのかをご説明したいと思い

ます。簡単な決算でありますがご報告をさせていただきます。総収入 14 憶 7 千万円に対し

て、奨学金と補助費で 13 億円の支出をしており、総収入の 88.1%を占めております。皆様か

らいただいている普通寄付・特別寄付を合わせた金額が 13 憶 7 千万円に対しては、その 95%

が奨学生に使われている状態です。管理費 6,700 万円は、利子収入の 5,000 万円で賄ってお

ります。利子収入を得る債権は国債と社債で運用されておりまして、ローリスク、ローリター

ンです。但し、利子収入は利率が低いので、毎年減っております。 

 寄付金の推移につきましては 1996 年をピークに徐々に減り続けております。2016 年度の

個人平均寄付額の表ですが、当地区は昨年度の 44,399 円より 14,567 円と大幅に減少してお

ります。2014 年が 17,910 円、2015 年が 20,812 円ですので、いずれの年度よりも減少して

おります。ずっと寄付金そのものも減ってきておりますし、個人の平均ということに関しま

加藤英樹様 



しても減ってきておりますので、皆様のご協力をより一層お願いしたいなというところでご

ざいます。 

 2016 年度の特別寄付者割合ですが、当地区は 29.9%と全国平均の 43.2%よりかなり低いと

ころにあります。なぜここで特別寄付のお話をするかと言いますと、奨学生数の決定に特別

寄付割合も 10%加味されることになったからです。当地区においては、1 人当たりの寄付金

額を 20,000 円にしていきたいと考えております。 

ここで今一度復習のようで申し訳ありませんが、普通寄付・特別寄付の説明をさせていた

だきます。寄付金には「普通」と「特別」の 2 種類あります。普通寄付金は、日本の全ロータ

リアンからの定期寄付で、各クラブで決定した金額×会員数分を半期に 1 度ご送金頂いてお

ります。所属クラブ事務局から会費（上期・下期）として請求されますので、寄付金を支払っ

ているという感覚がないかもしれません。特別寄付金は、個人・法人・クラブからの普通寄付

金とは別に、任意で自らプラスアルファでいただく寄付金です。ロータリー関係者以外の一

般個人・法人・団体からもお受けするということで自由度の高いものになっております。金額

に決まりはありません。いつでも、いくらからでもご送金頂けますので、寄付しやすくなって

おります。また、特別寄付金の金額は単年度打ち切りではなく、いくらやっていただいても、

累計額で積み上がっていきます。 

功労者・功労法人への表彰制度についてご説明致します。 

① 個人への表彰（特別寄付金の累計額が対象です） 

累計額 3 万円から表彰されます。 

② 法人への表彰（特別寄付金の累計額が対象です） 

累計額 5 万円から表彰されます。 

③クラブへの表彰 

（1）普通寄付金と特別寄付金の累計額が 1,000 万円毎に表彰されます。 

（2）2760 地区独自のものとしては、クラブでの特別寄付金一人当たり 20,000 円、特

別寄付率が 80%を達成した場合は、ガバナー賞がもらえます。 

ここで税制上の優遇措置についてご説明致します。米山記念奨学会は、内閣府より「公益財

団法人」の認定を受けているため、寄付金は個人、法人ともの税制の優遇が受けられます。国

が行うべきことを民間団体が行っているので、税制の優遇が受けられます。 

① 個人が特別寄付をした場合 

「税額控除」または「所得控除」が受けられます。 → 所得税・住民税（市県民税）

が減額されます。 

② 法人が特別寄付をした場合 

経費になることにより、法人税・法人市県民税・法人事業税額が軽減されます。 

最後になりますが 2760 地区の取組みのわかるビデオを 10 分程度上映致します。 

地区米山記念奨学委員会として、今後とも奨学事業のご理解とご協力を頂ければ幸いです。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成２９年１０月２５日（水） 卓話「マラソン人生と健康」 

ＮＰＯ法人ぎふ長良川走ろう会 顧問 水野俊彦氏 


