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第９１６ 回 例会 Ｎｏ．８ 平成 ２６年８月２８日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」

■ 出席報告 会員４７名中２７名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト

■ スピーカー

６２.７９％   出席計算人数４３名

８月１４日   休会

ｾﾞﾝﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 片山良三様

岡山丸の内ロータリークラブ

会長 小川俊彦さん

幹事 大倉宏治さん

直前会長 隅田倫且さん

直前幹事 西村篤志さん

親睦小委員長 延原寛紀さん

親睦委員 佐藤研治さん

社会奉仕・青少年奉仕副委員長

       政木 誠さん

米山奨学生 全培糊さん

片山良三様

会長挨拶                    永井克昌

ニコＢＯＸ
岡山丸の内 RC 会長 小川俊彦さん

宜しくお願い致します。

岡山丸の内 RC 有志一同

本日は有志一同で訪問致しました。

●岡山丸の内ロータリークラブの皆さん、ようこそお越し

下さいました。会員一同心より歓迎申し上げます。

永井会長、西川、岩田、後藤、長谷川、高山、安江、

松尾 （敬称略）

●本日は卓話に片山良三様をお迎えしています。片山

様、ようこそお越し下さいました。会員一同心より歓迎申

し上げます。今日はよろしくお願いします。

矢野幹事、若原、立石、十文字、有沢、横田、山﨑、

水野、田中  （敬称略）

岡田さん 今月は誕生月でプレゼントを頂きました。あり

がとうございました。

小菅職業奉仕委員長 片山良三さん、遠方よりお越し頂

きありがとうございました。本日は宜しくお願いします。

職場見学ではお世話になります。

田島さん 先週は８年ぶりに富士山へ登ってきました。余

裕で登れるかと思っていましたが、最後下山するときはフ

ラフラでした。皆様、富士山は心して挑戦して下さい。

磯部さん 先週お休みしました。秋はロータリーの楽しい

行事がいろいろあり、楽しみです。

●理事役員就任祝          高山さん

●100％ 出席達成          高山さん

本日合計 75，０００円

経済研究会～ 一口指南 ～

安藤正道

日本のエレクトロニクス産業の復活にむけたシナリオが見えて

きつつあるのではなかろうか。

それは、業界の枠を越えた分野でのネットワークやシステムの

IT（情報通信）化ではないだろうか。

例えば、自動車では電装化による安全技術の高度化（自動

車のIT化）、都市のネットワーク化（都市のIT化）、農業での

生産効率化（農業の IT化）－などがそうだ。

この中でも特に期待されるのは、世界最高の技術と生産規

模を誇る自動車の IT化だろう。

米国のアップルやグーグルと協力してこの分野を強化していけ

ば、自動車のスマホ化（本体の車両と部品は日本メーカーが

供給）が可能だろう。

日本のエレクトロニクス業界は、カラーTV（～1960 年代）、

VTR（～1980年代）、インターネット・パソコン（～2000年代）

と、常に新たなトレンドをリードしてきた。ここ10年の雌伏の原

因のひとつとなった円高も終息してきた。負け組となった半導

体や携帯電話など、負の遺産の処理（構造改革）も終わった

ところが多い。しかし株式市場においては、東証1部における

電機の時価総額の比率が、2000年 3月の 19.8％から直近

（8/15）で 11.8％まで低下したままの水準にある。となれば、

日本のエレクトロニクス産業株の逆襲は近いのではなかろう

か。

米山奨学金

米山奨学生に全培糊さんに、９月分の奨学金をお渡し致

しました。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎９月 ４日（木）第 917 回例会  「クラブフォーラム」

「青少年奉仕」名古屋中央 RAC 会長 岡田楓さん

◎９月１１日（木）第 918 回例会 「会員卓話」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



卓 話

ｾﾞﾝﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ﾚｰｼﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 片山良三

「職場見学＝栗東トレーニングセンターについて＝」

友好クラブ締結 打ち合わせ会

岡山丸の内ロータリークラブより７名の訪問を頂き、例会

後に友好クラブ締結に向けての打ち合わせ会を行ない

ました。

   会長 小川俊彦さんよりご挨拶をいただきました。

ハイライトよねやま 173号

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）

●寄付金速報  ＝2015-16 年度も好調スタート＝

2014-15 年度がスタートして約 1 カ月が経ちました。

7 月の寄付額は約 2 億 1,200 万円で、前年度と比べて

3.3％増、約670 万円の増加となりました。普通寄付金が

1.7％増、特別寄付金が 7.6％増と合計金額は 2009 年度

以降の 6 年間で最高額を達成し、昨年と同様に 2 億円

の大台を突破することができました。

好調な滑り出しに寄付者の皆様に厚く御礼申し上げます。

日本のロータリーが世界に誇る米山奨学事業の継続と

発展のため、今後ともご支援ご協力賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

●台湾学友会による日本人対象奨学金 第６期生決定

台湾米山学友会（正式名称：（社）中華民国扶輪米山会）

が恩返しの気持ちから始めた「日本人若手研究者奨学

金」が 6 年目を迎えました。第 6 期生の募集には 9 人

の応募があり、台湾米山学友会理事会による厳正な選

考の結果、以下の合格者 2 人が決定しました。合格者

には今年 9 月から 1 年間、台湾学友会から毎月 25,000 

台湾ドル（約 85,000 円）が支給されるほか、学友会メン

バーがカウンセラーとなって、台湾での留学生活を物心

両面で支えます。

三浦 崇志さん（23）

現在、国立高雄大学応用経済学部に在籍しており、９月

より国立政治大学大学院修士課程に進学予定。ベンチャ

ー企業の投資変化など、台湾・中国・日本の関係を経済

観点から考察したいとしている。

関口大樹さん（25）

９月より国立台湾師範大学大学院修士課程へ進学予定。

激動の時代を歩んだ台湾の日本語世代の歴史を記録し

継承することを研究テーマに掲げ、さまざまな世代との

交流・出会いに意欲を見せている。

●マレーシア・ベトナムで学友会の集い

当会職員の訪問を機に、マレーシア、ベトナムでそれぞ

れ、母国に帰国した米山学友が集まり、新たなネットワ

ークづくりの第一歩が記されました。

マレーシアには今年 5 月、岩邉事務局長と坂下事務局

アドバイザーが訪問。首都クアラルンプールでは 5 人、

ペナンでは 9 人の学友が集まりました。各会合では、学

友会設立に向けた課題が話し合われ、今後も両拠点間

で連携を図り、早期実現を目指して、協議を続けていくこ

とを決めました。

ベトナムには 6 月に、岩邉事務局長、坂下事務局アドバ

イザー、武本事務局員の 3 人が訪問し、ハノイとホーチ

ミンで学友との集いが開かれました。首都ハノイでは 8 

人の学友が集まり、参加者の一人、フイン・ムイさんが学

長を務めるタンロン技術学院の日本語授業の見学機会

も設けられました。また、ホーチミンでは 19 人の学友が

集まり、にぎやかな交流会となりました。国情からベトナ

ムでは学友会の設立が難しい面もありますが、これを機

にハノイ・ホーチミンそれぞれで定期的に米山学友が集

まろうと、参加者の思いが一つになり、学友の掘り起こし

もできた有意義な訪問となりました。


