
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際ロ－タリ－第 2790地区 
木更津東ロ－タリ－クラブ 

2022-23年度 

ホームページ https://kisarazueast-rc.jp 

◆点鐘 １２時３０分   
大里光夫会長    

◆Ｒソング斉唱 
「それでこそロータリー」 

 

■司会進行 内田重ＳＡＡ 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   大 里 光 夫 
幹  事   石 田 亨 
編  集   田 口 理 紗 

ＲＩ会長    ジェニファー・ジョーンズ 
地区ガバナ－  小 倉 純 夫 
ガバナ－補佐  梶 暉 芳 

2022年 10月 26日（水） 

●例会日 毎週水曜日 PM12:30～1:30 ●例会場 オ－クラアカデミアパ－クホテル TEL 0438-52-0111 
●事務局 木更津市朝日 1丁目 2-29 シグママンション朝日 B棟 105号 TEL 0438-25-0716  FAX 0438-25-0718 

THE WEEKLY NEWS 
OF EAST KISARAZU 

2022-23年度国際ロ－タリ－テ－マ 

イマジン ロータリー IMAGINE ROTARY 

第16回例会 NO.2580 

 

   

国際ロ－タリ－第2790地区 

◆欠席者【敬称略】 
石井文子・阪中昌司・嶋津正和・鈴木秀岡 
中野麻美・林田謙志・藤野宏冶・堀内正人 
宮寺順子・渡邉元貴 
渡邉愼司 
 

◆出席 会員４１名 ◆出席率     ７１．０５％ 
出席２７名 ◆修正前出席率 ２９．０３％ 
欠席１４名 ◆修正後出席率 ６４．５１％ 

 

◆四つのテスト        
叶川博章会員 

 

◆メイクアップ 
 10/20 第 3回第 5グループ会長幹事会 

大里光夫・石田亨 

10/23 世界ポリオデー啓蒙イベント 

大里光夫・石田亨・堀内正人 

10/25 市原中央 RC（卓話） 

堀内正人 

10/26 成田コスモポリタン RC（卓話） 

堀内正人 

10/26富津シティ RC 

渡邉愼司 

   

同じ番号の位置には同じアルファベットが入ります。 

空欄を埋めながら、答えの単語を見つけ出してください。 
謎解き問題 

】  

※答えと解説は週報の最後で！ 



◆ゲスト・来訪ロータリアン紹介 

大里光夫会長 

 

◆誕生日祝い    松岡邦佳会員（10/23） 

 

 

◆私の記念日祝い 

板谷優作会員（10/25） 
近藤直弘会員（10/25） 

 

◆会長挨拶         大里光夫会長 

 

皆様こんにちは、１０月２３日（日）に大澤

会員と石田幹事と共に成田空港で開催された、

２７９０地区のポリオ撲滅広報活動に参加して

まいりました。参加した際の様子はプロジェク

ターにて投影されている通りです。 

ポリオについてお話しすると、日本では数十

年前は小児麻痺と呼ばれ罹患されている方も多

くおられました。ポリオは、最も一般的に 5歳

未満の子供に影響を与える非常に感染性の高い

病気です。ウイルスは、典型的には汚染された

水を介して、人から人へと広がっています。そ

れは神経系を攻撃し、場合によっては麻痺につ

ながります。治療法はありません。ですが安全

で効果的なワクチンがあり、ロータリーと活動

パートナーにて世界中で 25 億人以上の子ども

たちに予防接種を行っています。 

＜影響を受けるのは誰ですか?＞ 

ポリオを撲滅しない限り、10年以内に世界中

で毎年 20 万件もの新規症例が発生する可能性

があります。過去数年間で、野生のウイルスに

よって引き起こされるポリオの症例を報告した

のは 2カ国だけですが、すべての子供にワクチ

ンを接種するまで、安全な子供はどこにもいま

せん。 

＜ロータリー活動の変遷＞ 

１９７９年（４３年前） 

国際ロータリーは、フィリピンの 600万人の

子どもたちに予防接種を行うプロジェクトを複

数年にわたり行いました。ポリオとの闘いの始

まりです。 

１９８５年（３７年前） 

国際ロータリーは、公衆衛生イニシアチブに

対する国際的に調整された民間セクターによる

最初で最大の支援であるポリオ・プラスを立ち

上げ、当初の募金目標は 1億 2,000万ドルでし

た。 

２００９年 

撲滅活動に対するロータリーの寄付総額は 8

億ドル近くに達しています。ビル&メリンダ・

ゲイツ財団は 1月、世界ポリオ撲滅推進計画へ

の支援として、合計 5 億 5,500 万ドル（832 億

5，000万円））が寄付されます。 

私たちが加入している国際ロータリーでは、

主活動としてポリオ撲滅活動が位置付けられて

います。私の中では認知関心が十分でなかった

と感じています。国際奉仕を考える際、この活

動も理解しつつ奉仕の幅を広げることも大切で

はないかと考えております。 

 



 

 

◆幹事報告          石田亨幹事 

 

1. 幹事報告 

1) 10月米山奨学会への寄付金のご案内をいた
しましたが、１１月末頃まで受け付けており
ますので、引き続きよろしくお願いいたしま
す。 

2) ガバナ－事務所より、青森県大雨災害の支援
金 御礼が届いておりますので回覧いたしま
す。 

2. 他クラブからのお知らせ 
1) 富津シティ RCより「週報」が届いておりま

すので回覧いたします。 
3. その他のお知らせ 
1) 特になし 
4. 回覧 
 ガバナ－事務所より、青森県大雨災害の支援
金 御礼 

 富津シティ RCより「週報」 

 

◆委員会報告 

 

◆ニコニコボックス報告 

親睦出席委員会 佐藤優希会員 

 

◇大里光夫会長 

事故車排除用の新型レッカー車が納車されま
した。黄色ボデーと赤色クレーン付きの車で
す。近くで私が作業していたら手を振って下
さい。 

 

◇松岡邦佳会員 

10月 23日 50回目の誕生日でした。お祝い
ありがとうございます。 

 

◇近藤直弘会員 
きれいなお花ありがとうございました。こち
らのオークラさんがオープンしたその 10 月
にここで結婚式を挙げました。なので結婚何
年目かはオークラさんと一緒です。 

 

◇板谷優作会員 

結婚祝いのお花が届きました。単身赴任のた
め写メを撮って LINE させていただき、妻と
の良いコミュニケーションがとれました。あ
りがとうございました。 

 
◇加藤智生会員 
先日孫が生まれました。初孫です。 

 

◆出席報告         佐藤優希会員 

 

■例会アワー 

 

◇会員卓話 

米山記念奨学会委員会  鶴岡大治委員長  



 

 

「ロータリー米山記念奨学事業について」 

 米山の鶴岡です。 

4月 29日に開催されました 2022－23年度の委

員長セミナーで米山奨学制度について様々な研

修を受けました。その際地区の委員会からは依

頼があればクラブで卓話をしますと言われてお

りましたので 10月の担当例会は地区委員をお

呼びしての卓話を考えておりました。その後卓

話を依頼したところ、奨学生が卓話をすること

になり、それでは困るとお断りして私がするこ

とになってしまいました。 

私は入会して 5年くらいになりますがグローバ

ル・米山の寄付等に関しては、深い思い入れも

なく、寄付をしたりしなかったりの適当な会員

でした。今回いろいろ調べることになり、いろ

いろな気づきがあり私としては大変良い経験を

させていただいたと感謝しております。それで

は 30分程度お付き合いください。 

 財団が 9月に委員長用のパワーポイントをホ

ームページ上で公開しておりますので、それと

豆辞典・委員長の手引き・財団が公開している

データ等をご紹介して説明いたします。 

 米山奨学事業には3つ大きな特徴があります。

一つ目は日本のロータリー独自の活動でありし

かも全国 34地区の合同活動であること。二つ

目は日本人ではなく日本で学ぶ外国人留学生が

対象でありそのために財団法人を設営し運営し

ていることです。三つめは世話クラブ・カウン

セラー制度で交流を重視していることです。 

 今年は米山基金基金創設から 70年を迎える

ことなります。 

米山梅吉氏とはどのような人物であったのでし

ょうか。ロータリー豆辞典 4頁にその記載があ

りますのでご紹介します。東京・芝田村町・現

在の西新橋に生まれ遣米使節団一員として 19

歳で渡米。遣米使節団というと 1860年の万延

元年の使節団が有名ですが年代から言ってそれ

とは異なるようです。アメリカ滞在中に日本人

初めてのロータリアンといわれるダラスＲＣ会

員だった福島喜三次氏と出会い、1920年日本で

最初のロータリークラブ東京ＲＣを設立します。

福島喜三次氏は帰国後大阪ＲＣを設立し、その

後発生した関東大震災の時には世界中のロータ

リークラブから集まった復興のための資材を東

京に送るために尽力したともいわれております。

米山梅吉氏は晩年三井報恩会を通じて社会・文

化事業を支援したり、私財を投じて小学校(現・

青山学院初等部)を設立し教育にも貢献しまし

た。“何事も人々からしてほしいと望むことは

人々にもその通りせよ”これは梅吉氏の願いで

もあり生涯そのものでした。 

 次に奨学金と奨学生について紹介いたします。

国内最大級の奨学生数であります。2022年度は

898人を採用しており内訳は中国 41.8%ベトナ

ム15.6%韓国10.0%であります。累計では22,875

人中国 34.9%韓国 20/6%台湾 15.6%です。なぜ中

国の方が多いのかというと、単に総数が多いか

らです。 

2021年の日本に来る留学生の総数は約 20万人

で、1位は中国 94,063人・46.6% 2位はベト

ナム 38,592人・19/1% 3位はネパール・8.2%

であるからです。 

 米山奨学生の選考には特徴があります。家庭

の状況・経済状況は評価の対象とはなりません。



勉学への意欲、人物面・学業が優秀、将来日本

との懸け橋になりうる人材。 

 なぜ外国人留学生を支援するのか、ロータリ

ー豆辞典 4頁に記載がありますのでご紹介しま

す。 

海外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援す

る奨学金構想を 1952年東京ＲＣの会長であっ

た古澤丈作氏が発表した。その背景には二度と

戦争の悲劇を繰り返さないために“平和日本”

を世界に伝え国際親善と世界平和に寄与したい

という戦後のロータリアンの強い願いがありま

した。 

 次に寄付金の状況を説明いたします。寄付金

は 17億円程度集まった年もありましが近年は

約 13億円程度です。それを構成するものに普

通寄付金と特別寄付金があります。普通寄付金

は一人当たりいくらとクラブが定めクラブごと

に安定的に集められるものです。普通寄付が定

められた理由としては、1967年に財団法人の認

可を申請した際、普通寄付金による一定収入が

あると当時の文部省を説得し国内全クラブから

普通寄付の確約をもらうことを条件に設立認可

を得た経緯があるとされています。昨年度の普

通寄付金は 4億 1461万 5千円特別寄付金は 9

億 3117万 6千でその割合は約 1対 2でした。

昨年度の全国の個人平均寄付額は 15,971円で

普通寄付金 4,920円特別寄付金 11,051円。そ

れに比して私たちの 2790地区はというと個人

平均寄付額は 18,069円で普通寄付金 4,748円

特別寄付金 13,341円。若干ではありますが全

国平均を上回っています。財団は寄付の中核で

ある特別寄付金の増加を期待しています。全国

の事例も公表しておりますのでご紹介いたしま

す。全国最大は 2840地区の 85.9%で都道府県で

言うと群馬県です。全国最小は 2740地区の

16.2%で都道府県で言うと長崎佐賀県地区です。

まさに全国いろいろです。さて私たちの木更津

東は2790地区のどの程度にいるか見てみます。

まず第 1位は市原中央の個人平均 87,750円で

第 2位の八千代の 41,157円の 2倍以上でぶっ

ちぎりの第 1位です。木更津東は地区平均をわ

ずかに上回った第 31位で個人平均 18,238円で

第 5グルーフ゜7クラブ中第 6位でした。2790

地区で気になる箇所があるのでご紹介いたしま

す。流山中央クラブ以下特別寄付金が 0円のク

ラブが続いております。特にこちらの新千葉ク

ラブは55名の会員を擁する大きなクラブです。

55名もいながら任意の特別寄付をなさる方が一

人もいないのは理解できません。おそらく特別

寄付をしないという事をクラブで決議している

としか思えません。このクラブを調べたところ

2021年度 0円 2020年度 485,376円 2019年度

1,470,000円 21018年度 540,000円、累計でみ

た場合木更津東が 26,395,000円であるのに対

し 49,392,813円これまでに特別寄付しており

ました。何らかの理由により昨年度から 0円に

なっております。理由はともあれ大変悲しいこ

とだと思います。 

 次に奨学金の種類についてご紹介します。大

きくは 5種類ありますがその中で 9割を占めて

いるのが学部・修士・博士課程ロータリー米山

記念奨学金であります。月額学部課程 10万円

修士・博士課程 14万円期間は課程修了まで最

長 2年間です。 

 最後に注意すべき点が豆辞典に記載してあり

ますのでご紹介します。 

ロータリーの会費についてですが法人事業主は

交際費として損金算入可能ですが個人事業主は

必要経費として認められません。 

 また寄付金については個人事業主は寄付金控

除が使えるの対し法人事業主は寄付金控除がで

きないことなっています。 

これに対し元気なロータリアンがいたもので個

人事業主でも会費を経費として認めよ提訴した

方々がおられました、平成 30年弁護士、平成

26年司法書士、平成 17年医師、昭和 58年公認

会計士。これらはいずれも敗訴しております。

敗訴すると訴訟費用は負けた側とされています。

松岡会員どのくらいですか？「松岡会員:賠償

額に応じてなので 150万円程度の訴訟であれば

3万円程度だと思われます、関連する弁護士費

用は佐藤会員お願いします」「佐藤会員:何とも



いませんが自分が引き受けるとすると 30万円

程度でしょうか」 

 ご清聴ありがとうございました。これにて本

日の卓話を終わります。 

 

◆点鐘  大里光夫会長   １３時３０分

 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

【表紙の謎解き問題の解説と答え】 

 

この謎を解くためには、矢印の意味が重要となってきます。 

上から順に、朝→昼→夕を表現していました。 

 朝食：Breakfast 

 昼食：Lunch 

 夕食：Dinner 

 

問題に従って、3つの文字をそれぞれ抜き出すと…… 

答えの「eat」が出てきます。 


