
 

 

2012-2013年度 第 17回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 

会長：荒井健次 幹事：小林裕 会報委員長：田中正夫 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2－4－6（ホテルニューイタヤ） 

TEL：028‐635‐5511(ホテルニューイタヤ) 

 

 

 通算 第 1505 号         

 2012 年 10 月 24 日     会員数 45 名 出席 30 名 

 

 

    司  会     大野俊男 Ｓ.Ａ.Ａ 

    §ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介   坂井俊司 親睦・家族委員長 

    §印出井敏英 様(宇都宮 RC)米山記念奨学会委員長  §鳥居利一郎 様(宇都宮東 RC) 

 

    会長挨拶     荒井健次 会長 

    

  皆さんこんにちは。 

     印出井様ようこそお出で下さいました。ごゆっくりご歓談ください。 

     大分秋が深まって参りました。紅葉、そして食欲の秋、スポーツの秋ですが、先週の地区野球大会に

於いて準優勝本当におめでとうございます。練習の成果が出たのだと思います。来年は優勝できますよ

うに願っております。今後の各委員会活動や趣味の会に活発になるのではないかと期待しております。 

     先週は、社会奉仕委員会 小委員会が会合を開き、今後の活動の話し合いを致しました。各委員会会合

や趣味の会等々に、皆様奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 

     今月は職業奉仕・米山月間です。本日の卓話は村上会員と田島会員での米山アンケートの結果報告と

なります。 

 

    幹事報告    小林 裕 幹事 

 

§11月のロータリーレート 1ドル 80円 

    §11月 17日(土)第 6・7グループ IMのご案内が届いております。(回覧) 

    §「ハイライト米山」が届いております。(回覧) 

    §小型の会員名簿一覧を作成致しますので、アドレス等記入内容に変更のある方は提出して下さい。 

    §GSE派遣団員の募集(4名)が届いております。（締切 11月 30日） 

2013年 5月 9日(木)～6月 5日(水)4日間フランス・リオン（回覧） 

    §ロータリー財団「未来の夢」ニュースレター11月号が届いております。(回覧) 

    §NPO法人スペシャルオリンピックス日本・栃木よりお礼状が届いております。 
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    社会奉仕委員会報告   藤井康夫 委員長 

     

§11月 10日(土)大通り清掃活動を行います。皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

    米山記念奨学会報告   鈴木秀明 委員長 

 

   §米山記念奨学会 特別寄付にご協力戴いておりますが、来週が最後となりますので、よろしくお願い致し

ます。目標額に達成しない場合は延長とさせて頂きます。 

 

    野球部報告   塩田 潔 監督 

 

§10月 14日(日) 第 2550地区 親善野球大会 

が 県総合運動公園に於いて開催されました。 

    第 1 回戦は宇都宮北 RC に 7 対 1 で圧勝。決勝

戦では鹿沼東 RC に 1 対 5 で負けてしまいまし

たが、試合内容は緊迫した良い試合でした。皆

様のご声援ありがとうございました。6月の末

から 4か月に渡り、毎週木曜日に練習とナイタ

ー試合に明け暮れ、皆様のレベルアップが成さ

れました。来年再来年とステップアップし優勝

を争えるチームに育てたく、再来年には優勝を

するんだという気持ちで選手一同頑張っております。皆様の応援に感謝致します。 

 

 

    写友クラブ報告   関口隆 会員 

 

   §本日 PM6:30より「秋の紅葉の撮り方」と題して大手先生をお招きしての勉強会を開催致します。 

 

    スマイルボックス委員会   磯貝 太 委員 

   

   §村 上 芳 弘 会員 今日は印出井さんをお迎えし、米山記念奨学会についてお話をさせて頂きます。よろ

しくお願いします。 

   §坂 本 昭 一 会員 米山アンケートの卓話、村上様、田島様にスマイルします。 

今日はご指導の程、よろしくお願いします。 

   §平 澤 照 隆 会員 村上ガバナー補佐の元、米山改革よろしくお願いします。 

   §喜 内 敏 夫 会員 10月 20日移動例会「スペシャルオリンピックス」の上映会では、大変お世話になり

ました。私は所用で欠席でしたが、上映会は盛会裏で終了できました。ありがとうご

ざいます。 

   §荒 井 健 次 会長 野球部 準優勝おめでとうございます。来年は優勝できるよう、頑張って下さい。 

   §鈴 木 秀 明 会員 野球準優勝おめでとうございます。先日の映画鑑賞会は良かったです。見たのは私一

人だけらしいけれど。来週は米山奨学寄付最終日です。ご協力をお願い致します。 
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§塩 田  潔 会員 10月 14 日の第 2550 地区の野球大会に於いて、1 回戦 北 RCに 7－1の大差で勝ち、

決勝では惜しくも鹿沼東 RCに 1－5の僅差で敗れてしまいました。点数以上に接戦で

した。仲田副会長をはじめ、多くの方の応援ありがとうございました。野球部会員頑

張りました。来年、再来年とさらに頑張りますので、今後ともよろしくお願い致しま

す。 

§大 野 俊 男 会員 野球大会準優勝おめでとうございます。久しぶりに例会出席できたのでスマイルしま

す。 

   §藤 島  拓 会員 10月 14日の野球大会はお疲れ様でした。そして、多くの応援ありがとうございまし

た。来年は 2勝できるように頑張ります。 

   §青 木 克 浩 会員 好天に恵まれた野球大会。実力で準優勝する事ができました。ご声援ありがとうござ

いました。ピース！！ 

   §嶋 田 辰 雄 会員 10月 14日野球大会、応援ありがとうございました。惜しくも準優勝でした。決勝は

打てなくて悔しかったです。 

§菊 池  功 会員 野球 準優勝おめでとうございます。 

§笠 原 正 人 会員 本日、新聞(下野)に当社の記事を載せてもらいました。ユニバーサル・デザインタク

シーと言い、一般のタクシーでありながら障害者も乗れる、大きな荷物を持った人で

も気楽に乗れるタクシーです。ぜひ一度ご利用下さい。 

§若 林 博 純 会員 新米の集荷もほぼ終わりました。出席委員長なのに休みがちですみませんでした。 

§田 中 正 夫 会員 税理士になって 25年となりました。 

§田 口 久 雄 会員 本日はめでたくも私の 58回目の誕生日です！スマイルさせて頂きます。 

§小 林  裕 幹事 本日は娘の 7歳の誕生日です。先週は七五三をやりました。可愛い娘です。 

§杉 本 供 也 会員 10月に入って体調不良が続きました。皆様も体調にはくれぐれも気を付けて下さい。 

§藤 井 康 夫 会員 今日の磯貝さんの笑顔にスマイルします。 

§磯 貝  太 会員 風邪をひきました。日頃から手洗いうがいしていますが、これからの時期皆様気を付

けて下さい。 

    

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。 今週の金額 21,000 円 

 

    会員卓話 

 

    田島久夫 会員・村上芳弘 会員 

     

    「米山アンケートについて」 

   

 田島久夫会員 

    皆様にご協力戴きました米山アンケート結果について、お話させて頂きます。 

     米山記念奨学会は昭和 27 年に発足しており、本年度で 60 年となります。ロータリー米山記念事業は、

全国のロータリアンの寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し支援する民間の奨

学団体です。前年度 3 月に行われました IM で、当クラブの村上会員が発表した米山記念事業についてご

賛同戴きました宇都宮 RC の米山記念奨学会委員長である印出井様と連携を取り、アンケートを皆様にご

協力戴きました。（村上会員より内容説明がございました。） 
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米山奨学に関するアンケート結果 

Ａ 財団法人米山梅吉記念館について 

Ｑ１ 米山梅吉記念館は知っていましたか。 

イ．知っている 55.5％  ロ．訪問したことがある 1.2％  ハ．知らなかった 40.5％  無回答 2.8％ 

Ｑ２ 記念館へ寄付金や賛助費を払ったことがありますか。 

イ．寄付金を払った 22.2％  ロ．賛助会費を払った 5.6％  ハ．共にない 71.4％  無回答 4.8％ 

Ｑ３ ロータリークラブとの関係は。 

イ．ロータリークラブと別法人で直接関係はない 19.5％ 

ロ．米山記念奨学会の寄付金で運営されている 60.3％ 

無回答 20.2％ 

Ｑ４ 米山梅吉記念館に行きたいと思いますか。 

イ．クラブで行くなら行ってみたい 60.3％  ロ．個人で行ってみたい 9.1％ 

ハ．行かない 25％   無回答 5.6％ 

 

Ｂ 財団法人ロータリー米山記念奨学会について 

 

Ｑ５ 2010 年度の寄付金(普通寄付・特別寄付・法人寄付・クラブ寄付＝以下同じ)はどの位と思い

ますか。 

イ．約 15億円 25％  ロ．約 13億円 45.5％  ハ．約 11億円 18.4％  無回答 11.1％ 

Ｑ６ 寄付金が多い時はどの位と思いますか。 

イ．約 20億円 49.2％  ロ．約 18億円 35.4％  ハ．約 16億円 11.1％  無回答 8.3％ 

Ｑ７ 2010 年度寄付金一人当たり日本で最高は 28,082 円、全国平均は 14,600 円です。では、当

クラブではどの位と思いますか。 

イ．21,100円 30.8％  ロ．15,600円 52.6％  ハ．12,600円 11.1％  無回答 5.5％ 

Ｑ８ 2010 年 1 月 1 日の全国のロータリークラブ会員数はどの位と思いますか。 

イ．94,815人 13.9％  ロ．91,667人 52.8％  ハ．89,990人 28％  無回答 5.3％ 

Ｑ９ 2010 年度に新しく選抜された奨学生数はどの位と思いますか。 

イ．約 1,000人 6.3％  ロ．約 800人 65.9％  ハ．約 600人 16.7％  無回答 11.1％ 

Ｑ１０ 修士・博士課程の奨学生の奨学金はどの位と思いますか。 

イ．14万円 60.3％  ロ．10万円 30.6％  ハ．7万円 6.3％  無回答 2.8％ 

Ｑ１１ 今まで 16,389 名の奨学生(学友の含む)がいますが最も奨学生数が多い国はどこの国だと

おもいますか。 

イ．中国 85.4％  ロ．韓国 8.3％  ハ．台湾 6.3％  無回答 0％ 

Ｑ１２ 学友の卒業生が最も多い大学はどの大学だと思いますか。 

イ．東京大学 44.7％  ロ．筑波大学 44.2％  ハ．大阪大学 2.8％  無回答 8.3％ 

Ｑ１３ 学友の活動を掲載した「米山学友の群像」が 2005 年に第 1 号、2007 年に第 2 号、2010 年

に第 3 号が発行されました。2 号と 3 号は希望するとクラブの人数分が送付されますが、

希望しますか。 

イ．希望する 30.6％  ハ．希望しない 58.3％  無回答 11.1％ 
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Ｃこれからの米山記念奨学会について 

 

Ｑ１４ 特別積立金は万一の時に備えて 2 年分奨学金相当分を維持する必要があり、今後は奨学金

の不足分は取り崩さないことが理事会で決定しました。では、今後ロータリー会員一人当

たりの寄付金の増額に対してどう思いますか。 

イ．増額もしかたない 3.4％  ロ．今のままで良い 35.1％ 

ハ．経済状況等により増減も必要である 54.1％  ニ．わからない 2.7％  無回答 2.7％ 

Ｑ１５ 寄付金と奨学生数との関係についてどう思いますか。 

イ．寄付金を増額して奨学生数も今より増加する 8.3％ 

ロ．寄付金を増額して今のまま 800 人を維持する 8.3％ 

ハ．寄付金の範囲内で奨学生数を増減する 79.8％ 

ニ．わからない 2.8％   無回答 2.8％ 

Ｑ１６ 奨学金が目標に達しなかった時どうすべきと思いますか。 

イ．一人あたりの寄付金額を増額して今のまま維持する 13.5％ 

ロ．奨学生数を減らして今の 14～7万円の 8段階の奨学金を維持する 32.4％ 

ハ．8段階の奨学金の一部(上位)または全てを減らす 46.0％ 

ニ．わからない 5.4％   無回答 2.7％ 

Ｑ１７ 日本人学生(外国に留学する日本人留学生も含む)にも奨学金を与えるべきと思いますか。 

イ．今のまま外国人留学生のみで良い 8.3％ 

ロ．日本人学生も米山記念奨学会の定款を変更して加える 60.5％ 

ハ．日本人学生を対象とした新しい組織を立ち上げる 32.2％  ニ．わからない 0％ 

Ｑ１８ 米山記念奨学会に日本人学生(外国に留学する日本人留学生も含む)が認められた時どう

思いますか。 

イ．会員一人あたりの寄付金を今より増額する(地区目標を今より増額する)11.1％ 

ロ．寄せられた寄付金内で外国人留学生を減らし日本人学生に振り向ける 86.5％ 

ハ．寄付金を自主的に増額する 0％ 

ニ．わからない 2.4％ 

Ｑ１９ 新しい組織や日本人学生奨学制度ができたとき寄付しますか。 

イ．寄付をする 74.4％ 

ロ．寄付はしない 11.1％ 

ハ．わからない 14.5％ 
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出席報告  山本敬三 委員 

会員数 45名  前々回 10月 10日 

出席数 30名   訂正率 82.93％ 

欠席数 15名       

出席率 73.17％   

 

  

 10 月 31 日(火) 新入会員 卓話 

         菊池 功 会員(再入会) 

         杉本供也 会員 


