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点　鐘 入来 武久 副会長

スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員
米山奨学生　凌 飛 君

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 32 名 欠席 26 名

（対象外 8 名） 出席率 64.00%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 7 名

（対象外 9 名） 訂正出席率 80.77%
欠席者

朝山君 クルーズ君 花田君 波木井君 濱田君 
石井君 生垣君 石坂君 小林（政）君 貝田君 
小泉君 上山君 三浦君 溝淵君 茂木君 
三平君 柾木君 野口（哲）君 野口（隆）君 大部君 
大塚君 世良君 重田君 佐久間君 関君　 
色摩君

奨学金の贈呈 凌 飛 君

入来副会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行
われました。

会長報告 入来 武久 副会長
1.	 地区からの来信
中原区民祭開催のご案内
日時：11月 12日（日）10：00～
会場：等々力緑地

2.	 内藤ガバナー補佐より
第 2グループ女性会員懇親 ･研修会のご案内
日時：11月 9日（木）11：30～ 14：00
会場：ホテル精養軒

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
他クラブ例会臨時変更
●川崎南 RC
10 月 24 日（火）移動例会　ダイスビル 6F	煌蘭
11月 28日（火）職場訪問移動例会
キングスカイフロント見学

●川崎マリーン RC
　11月 2日（木）鎌倉散策夜間例会
　アマンダンブルー鎌倉　点鐘 17：30
　11月 9日（木）⇒ 11日（土）地区大会参加
　11月 16日（木）3RC 合同親睦夜間例会
　川崎日航ホテル　点鐘 18：30
　11月 23日（木 ･祝）休会

委員会報告   

ゴルフ同好会　横山 芳春 会員
第 2回大塚会長杯ゴルフコンペ
日時：11月 21日（火）
会場：立野クラシックカントリー倶楽部

卓話   
米山記念奨学委員会　松山 直樹 委員長
奨学生の数は、ここ 50 年間で 1967 年の 59 名から
2017 年の 793 名になりました。一時期の全国ロータ
リー会員数のピーク時に比べると減少傾向にあるため、
寄付金がピーク時より集まりにくく、奨学生の数も減少
している傾向にあるのが現状です。それでも、当 2590
地区の寄付実績は、一人当たり平均寄付額が 31,801 円
（全国平均 15,435 円）で、全国第 1位となっています。
また、法人寄付の数も全国平均 36に対して、当地区は



79 となっていて、当地区は皆様に大変ご協力いただい
ているということです。特別寄付者の割合も、全国平
均 43.6％に比べ、当地区は 79.3％です。

寄付は所得税、法
人税の税制優遇
が受けられます。
2,000 円以上の寄
付でメリットが生
まれ、税額控除と
所得控除につな
がり、普通寄付
金にも適用が可
能です。当地区
の目標額は普通
寄付、特別寄付

を合わせ、25,000 円でお願いしています。これ
は、寄付が増えれば、より多くの奨学生が採用で
きるということになりますので、皆様、是非、引
き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

米山奨学生　凌 飛 君
私は、2013 年に日本に来
て、最初の頃、午前中は日
本語学校で日本語を学び、
午後アルバイト、夜は受験
勉強という日々を過ごして
いました。その後、専修大
学の研究生になりましたが、
やはり講義がある日は大学
に行き、講義がない日はア
ルバイト、それ以外は勉強
をしていた感じで、心身と
もに余裕がありませんでし
た。その後、大学の勉強も
一段落つき、学費免除を 4
分の 1いただいたのですが、

それにしてもまだ約 80万円足らず、大学とアルバイト
の毎日でした。

これまでの生活は米山奨学金制度に出会う前の生活で
すが、2016 年 4月からは米山奨学生になることができ
て、ようやく勉強に専念することができるようになりま
した。そのおかげで、アルバイトを減らし、研究に集
中することができ、国内外で論文を発表することもで
きました。もし、奨学金をいただくことができなったら、
これほど勉強に専念することもできず、学会発表など
も難しかったのではないかなと思います。

おかげさまで、日常生活にも変化があり、日本人また日
本の文化に触れ合う時間も増えた様な気がします。ロー

タリー例会、カウンセラー制度のおかげで、いろいろな
職種の方々とお会いでき、お話が聞けて、日本につい
てより良く知ることができたと思います。また、地区
でのいろいろなイベントにも参加させていただき、去
年の年末パーティーでは、生まれて初めて着物を着さ
せていただきました。このように、勉強も日常生活も
今まで以上に充実していて、人との出会いにもとても
感謝しております。

ここで学んだ奉仕の精神を大事に受け継ぎ、将来的には
私も国際交流を深めて、微力ながらにも世界平和に貢
献できたらなと考えています。具体的には、大学卒業後、
日本語教育に携わり、精一杯恩返しをしたいと思いま
す。もちろん、ロータリークラブとは、一生お付き合
いさせていただきたいと思っています。ありがとうご
ざいました。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

松山委員長、凌飛さん、本日の米山月間卓話、よ
ろしくお願いいたします。

武田 信平 君
フロンターレの近況を報告します。10 月 4 日に行わ
れたルヴァンカップ準決勝、ベガルタ仙台との第 1
戦は前半 3 失点と大不調でしたが、後半になんとか
2 点を返して終了。続いて 8 日に行われた第 2 戦は
前半を 1 対 0 で折り返し、後半 4 分に追加点をゲット。
しかし、その 3 分後にディフェンダーの奈良選手が
2 枚目のイエローをもらって退場し 10 人で戦うこと
に。ACL 準決勝、浦和レッズ戦での退場が頭をよぎ
りましたが、選手が頑張りに頑張って 3 対 1 で終了。
トータル 5 対 4 で勝利し、11 月 4 日に埼玉スタジア
ムで行われる決勝戦への進出を決めました。

岡本 徳彌 君
昨日、自宅へ配達された慶應義塾大学の月刊誌「三
田評論 10 月号」に武田会員の「アンプティサッカー
と出逢って」と腕や脚を失った障害者のことが記載
されていて、大変感動しました。

星野 博 君
谷口君と電車の中で再会しました。

戸川 俊雄 君、川野 正久 君、金子 房一 君、宮崎 秀樹 君、
北村 善市 君、洪 征治 君

松山君の卓話、楽しみにしております。
松波 登君、親睦委員会：谷口 一成 君、相良 久征 君、
小林 美和 君、平野 和枝 君、石原 安 君

米山奨学生、凌飛さん、本日の米山月間卓話よろ
しくお願いいたします。


