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御子柴智義

７日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長
高橋隆一様 中村雅信様

中村 雅信 様（東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
高橋 隆一 様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
誕生日祝
有本 親子会員（11 月 1 日生）
森
洋会員（11 月 5 日生）
海老名敬子会員（11 月 7 日生）
平林 祐樹会員（11 月 24 日生）
入会記念日のお祝い
洋会員（1983.11.11）
入会記念日のお祝い 森

｢出席報告｣
(本日)11 月 7 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)10 月 10 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

誕生日祝
平林祐樹会員 有本親子会員
海老名敬子会員

出席数
19 名
出席数
17 名

出席率
82.61％
出席率
73.91％
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メークア
ップ
1名
メークア
ップ
4名

計
20 名
計
21 名

修正出席
率
86.96％
修正出席
率
91.30％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
10/18 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 前川永久会員
10/24 ﾎｰﾑｽﾃｨ委員会 伊与田あさ子会員
11/4
青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ会議 前川永久会員

高田源太会員
出席報告
品川昌義例会担当

「ニコニコＢＯＸ」
高橋 隆一様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
今日は宜しくお願い致します
三役
東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村雅信様、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
高橋隆一様 ようこそいらっしゃいました。ごゆっ
くりお過ごしください。
ﾆｺﾆｺ報告
御子柴会員、伊与田会員ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します 平林祐樹副 SAA
福嶋義信会員 東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村会員、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
高橋会員ようこそ。
御子柴智義会員 有本会員、海老名会員、平林会員お誕生日おめでとうございます
東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村会員、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ高橋会員ようこそ。
ごゆっくりご歓談ください。
小菅健史会員 有本会員、海老名会員、平林会員お誕生日おめでとうございます
東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村会員、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ高橋会員ようこそ。
伊与田あさ子会員 有本会員、海老名会員、平林会員お誕生日おめでとうございます
東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村会員、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ高橋会員ようこそ。
御子柴会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願いします
品川昌義会員 中村様、高橋様本日はよくお出で下さいました。小人数分和気あいあ
いとやっています。
有本さん、海老名さん、平林さんお誕生日おめでとうございます
竹永 薫会員 本日は東京日本橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ高橋様ようこそ
お越し頂きました。お誕生祝の有本会員、海老名会員、平林会員おめ
でとうございます。
また横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞは大いに地元を盛り上げました！！
海老名敬子会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます
有本親子会員 お祝い頂きありがとうございます。皆様とお会いできて充実した一年
間でした。来年１月末に母になる予定です。この場をお借りしてご報
告いたします
飯倉正俊会員 お誕生日の方々おめでとうございます。
御子柴会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介、伊与田委員長「米山月間卓話」宜し
くお願い致します
平林祐樹会員 お誕生日を祝って頂きありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 35,000
35,000 円(累計 216,000
216,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・米山記念奨学会より伊与田あさ子会員へ特別寄付の感謝状が届い
ております
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・しずくちゃん心臓移植のための募金活動を１０/３０～１１/２までの４日間 追浜
駅前ﾃﾞｯｷで行いました。募金総額５７９，６６４円となりました。
早速「救う会事務局」へ送金させて頂きました。
会員の皆様はじめ三木証券（株）・三協ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ（株）・（株）美装の社員の方々、
伊与田ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵｽﾀｯﾌの方々長時間ご協力頂きまして有難うございました
・募金頂いた方々へﾀｳﾝﾆｭｰｽにお礼状を掲載する予定（竹永 薫会員より）
・青少年交換学生ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの矢島浩一様は１２月まで来年からまた新しい方にお願い
することに決まりました
「幹事報告」
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 １１月１３日（月）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎回覧
①ｶﾞﾊﾞﾅｰより公式訪問のお礼状
②ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より２０１８年ﾄﾛﾝﾄ世界大会参加ﾂｱｰのご案内
③１０月２１日開催 社会国際奉仕ｾﾐﾅｰ資料（講演者 中村 恵様）
④第 23 回｢ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｲﾝ よこすか｣ご案内 11 月 12 日（日）
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１１月号
◎三浦ＲＣ・横須賀南西ＲＣ・横浜金沢ＲＣより例会のお知らせ受領
◎本日会終了後定例理事会開催
｢スピーチ｣

〈Ｒの友１１月号紹介
〈Ｒの友１１月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

最近のﾛｰﾀﾘｰの友はとても読みやすく分かり易くなっております
横 P6 ﾛｰﾀﾘｰとは ﾛｰﾀﾘｰの誕生とその成長 日本のﾛｰﾀﾘｰ
横 P7-11 ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰと連携する ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞとの関わり方
横 P13-19 私たちの目標：ﾎﾟﾘｵのない世界
ﾋﾞﾙ・ｹﾞｲﾂ財団のﾎﾟﾘｵ撲滅ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの責任者ｼﾞｪｲ･ｳｪﾝｶﾞｰ氏
横 P24-25 米山記念奨学事業 50 年のあゆみ①
横 P28-31 日本のﾛｰﾀﾘｰ 100 周年実行委員会ｱﾝｹｰﾄ調査結果報告
縦 P29 平塚北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 親子将棋教室を開催（第 2780 地区・神奈川県）
縦 P31 米山奨学生と海岸清掃で交流（第 2780 地区・神奈川県）

〈ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会のお話
〈ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会のお話

伊与田あさ子 米山奨学委員長〉

10 月は米山月間でした。一週間ほどずれましたが、本日はｸﾗﾌﾞで
の米山奨学委員長として、お話をさせていただきます。
1920 年に東京ﾛｰﾀﾘｰを設立した米山梅吉翁は、幼少のころから向学
心に燃え、自力でｱﾒﾘｶ留学をし、様々な困難を克服して成功した人で
す。
自分の苦学の経験から、向学心がありながら学資に困っている人への
援助を続けた米山梅吉翁の没後、その遺徳を記念して 1952 年に東京ﾛｰﾀﾘｰが「米山基
金」を設置しました。1967 年に財団法人として認可され、2012 年には公益財団法人
に移行しました。
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間違いやすいのは、米山梅吉翁が作った制度でも、その資産でできたものでもなく、
あくまでその遺徳をもとにしていることです。また、静岡県にあります米山梅吉記念
館は米山記念奨学会とは別法人ですのでそのことをお知らせします。
奨学会の運営は皆様からの寄付で賄われています。
「普通寄付金」と「特別寄付金」
があります。普通寄付金は地区目標額 20,000 円で当ｸﾗﾌﾞは達成しています。特別寄
付金はいくらからでも受付可能ですが、10 万円から感謝状が授与され米山功労者、
以降 10 万円毎に感謝状が送られ米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ、100 万円以上は米山功労者ﾒｼﾞｬｰ
ﾄﾞﾅｰと呼ばれます。内閣府に「公益財団法人」の認定を受けていますので、税制優遇
が受けられます。
皆様もﾛｰﾀﾘｰ何年目など何かの記念や良いことのあった記念に、ぜひ米山へ寄付をお
願いし、未来へはばたく若者たちへの支援をお願いいたします。
寄付の仕方のﾏﾆｭｱﾙはありますが、まずはｸﾗﾌﾞ会長に申し出られ事務局にやっていた
だくことが良いと思います。
米山奨学会 50 周年記念 DVD より
１．ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ
２．米山梅吉翁と米山記念奨学会の設立
３．米山記念奨学事業の概要
４．広がる学友との絆
５．次世代を担う米山学友の活躍
６．ｴﾋﾟﾛｰｸﾞ
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
～しずくちゃん心臓移植のための募金活動～

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
１１月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話「米山月間」伊与田あさ子米山奨学委員長
第５回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 卓話「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」芹澤達之ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
２０日（月）移動例会 ｢ｼﾆｱのための健康講座｣ １０月２１日（火）の振替
１２月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 飯倉正俊会員
第５回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）通常例会 卓話 片平修一会員
１９日（火）通常例会 三役半期報告
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