
第958回 例会 Ｎｏ．３ 平成２７年７月16日（木） 晴

友愛夜間例会 於：名古屋ブルーノート 18：00～

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ

■ 出席報告 会員５０名中２２名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト

■ ビジター

（7/16 受付）

４６.８１％   出席計算人数４７名

７月２日  ９５.８３％

会員ご家族ご友人 １６名

岡崎南 RC 志賀為宏さん以下１４名

友愛夜間例会報告

親睦活動委員会

1972年、ハワイのホノルルで結成された男性４人のグル

ープ「KALAPANA」の４０周年記念ライブを鑑賞しました。

大変素晴らしいサウンドとヴォーカルの心地よさと楽し

いパフォーマンスを大いに楽しんだひと時でした。

第 957 回 例会 Ｎｏ．２ 平成２７年７月９日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」

■ 出席報告 会員５０名中２４名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト

５１.０６％   出席計算人数４７名

６月２５日  ９６.０８％

㈱DDR 代表取締役 安藤竜二様

会長挨拶                    岩田  宏

７月９日ニコＢＯＸ
●本日は卓話に㈱DDR 代表取締役社長 安藤竜二様を

お迎えしています。安藤様、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。

岩田会長、若原幹事、安藤、古川、小原、有沢、吉田、

後藤、西川、安江、大岩、矢野、山﨑、田中、亀井、河原、

水野、森田、上野（敬称略）

田島さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ

います。

磯部さん 来月は私の誕生月です。

●委員長就任祝       安藤、水野、大附（敬称略）

●100％出席達成          安藤、大附（敬称略）

本日合計 ６５，０００円

卓 話

「中小企業のためのブランディング戦略」

㈱DDR 代表取締役社長 安藤竜二

会員一口メモ

「ギリシャ危機と中国株価など」  安藤正道

リハーサルの様子



第１回理事会 議事録

平成２６年７月２日（木）12：00～

名古屋クレストンホテル 例会場

出席者 岩田、川原、森田、亀井、矢野、武山、矢野、

山﨑、磯部、後藤、若原、成田

議題

１．理事会メンバー欠員による補充の件【細則による】

   幹事 … 若原正幸さん

  副幹事 … 成田勝彦さん（職業奉仕委員長兼任）

２．退会承認の件（6/30 付遡り承認）

    横田茂樹さん、丘 博文さん、和田直美さん

３． その他

第１回アッセンブリ 議事録

平成２６年７月２日（木）13：40～

名古屋クレストンホテル クラウンルーム

出席者 岩田、川原、森田、亀井、矢野、武山、山﨑、

磯部、後藤、若原、成田、安藤、渡邉、田島、

西川、堀江、松尾

議題

１．2014-15 年度委員会事業計画

２．その他

ハイライトよねやま 184号

（米山記念奨学会ニュース WEBより抜粋）

●2014-15 年度の寄付金結果-14 億円を達成しました。

2014-15 年度の寄付額は約14 億1,500 万円でした。前

年度と比べて 5.8％増（普通寄付金 2.0％増、特別寄付金

7.5％増）、約 7,700 万円の増加です。寄付総額が 2008 

年度以来、6 年ぶりに 14 億円を超えました。個人平均

寄付額も3 年連続で15,000 円台を超える15,996 円とな

りました。また、34 地区中24 地区が前年度の個人平均

寄付額を上回りました。会員皆様のご尽力に深く感謝い

たします。新年度も変わらぬご支援を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

個人平均寄付額 TOP３

１ ：第 2590 地区：31,506 円

２ ：第 2770 地区：25,548 円

３ ：第 2660 地区：23,907 円

個人平均寄付額の前年度比伸び率 TOP３

１ ：第 2690 地区：126.5% 

２ ：第 2640 地区：116.9% 

３ ：第 2760 地区：116.2%

●学友から３人目のガバナーが誕生！

第3520 地区（台湾）の 2015-16 年度ガバナーは米山学

友の林華明さん（1984-86／東京世田谷ＲＣ／現：台北市

東門ＲＣ会員、ロータリーネーム：Venture）です。同地区

は 135 クラブ、5,800 人以上の会員がいます。

ガバナーになった米山学友は林さんで 3 人目。林ガバ

ナーから日本のロータリアンへメッセージをいただきまし

た。「日本ロータリアンの皆様へ。台湾台北 3520 地区ガ

バナーのベンチャー林です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。1984-86 年に慶應義塾大学大学院で勉強してい

た際に、米山奨学金のお陰で、無事に卒業ができました。

その時の世話クラブは、東京世田谷ＲＣ、カウンセラー

は白山さんでした。今でも白山さんご家族とは常に連絡

しています。日本のロータリアンの皆様に感謝致します。

米山奨学金から学んだ「施」と「受」の「善の循環」こそ、

ロータリー精神と思います。

今後とも皆様のご指導をよろしくお願い致します」

●ネパール大地震義援金についてのご報告

当会が窓口となっているネパール大地震への義援金に

は、第 1 回締切の 2015 年 6 月 22 日までに総額

11,897,515 円をお寄せいただきました。お気持ちをいた

だいた皆さまへ心より感謝申し上げます。予想をはるか

に上回るご支援をいただいたことにより、ネパール米山

学友会では新たな計画を立て直すこととなりました。した

がいまして、本来、6 月末の年度内での送金を予定して

おりましたが、いただいた多くのお志を確実に使ってい

ただくためにも、ネパール米山学友会が今後の現地ニ

ーズに沿った新しい支援計画を策定後、順次ネパール

へ送金することといたしました。何卒ご了承くださいます

よう、お願いいたします。なお、引き続きネパール大地震

への義援金をお受けし、8 月 31 日をもってネパール大

地震義援金の受付を終了します。

【（公益財団法人）ロータリー米山記念奨学会】とは…

国内で学ぶ外国人留学生を支援する、日本の全ロータ

リー地区の合同プロジェクトです。

これまでに支援した奨学生は 121 か国 1 万 7,028 人、

年間約 800 人の奨学生を支援するために必要な 14 億

円の事業費は、全国のロータリアンからの寄付で支えら

れています。

“日本のロータリーの父” 米山梅吉氏（1868 ～1946）

の没後、彼の功績をしのぶために何か有益な事業を、と

いう声がロータリアンから上がりました。 世界に“平和

日本” を理解してもらうためには、まずアジア諸国の理

解を得なければならない。アジアから一人でも多くの留

学生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、互いに

信頼関係を築くことこそが、日本のロータリーに最もふさ

わしい国際奉仕事業ではないか――。こうして東京ＲＣ

で始められた「米山基金」が、全国ロータリークラブの合

同事業として広がり、1967 年 7 月、文部省（現文部科学

省）から財団法人の許可を得るに至りました。

米山記念奨学事業の特長は、世話クラブ・カウンセラ

ー制度によってロータリーの心、日本の心を伝える真の

交流ができる点にあります。

東日本大震災では、被災地を気遣うメッセージが相次い

で寄せられ、奨学会へ直接送金された義援金は 740 万

円にのぼり、被災地でボランティア活動をする学友も数

多くいました。元奨学生・奨学生の集まりである「学友会」

は日本全国に 30、海外には台湾・韓国・中国・タイにあり、

ボランティアや文化体験などの活動を通じて、ロータリー

と、あるいは学友同士の結束を強めています。

    （「ロータリーの基本知識」より抜粋）

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎７月２３日（木）第９５９回例会 「ガバナー補佐訪問」

◎７月３０日（木） 休会

◎８月６日（木）第９６０回例会 会員卓話  有沢祥子さん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


