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櫛田篤弘会場委員
｢日も風も星も｣
地区米山奨学委員会　小栗正章さん(名古屋和合RC)
大和直樹さん
杉江健亮さん
地区大会実行委員長　磯貝一己さん(知立RC)
地区大会実行委員　　渡辺伸一さん(知立RC)
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涼しくなりました。
中日ドラゴンズ今期5連勝!!連敗するな。
何か良いことがありますように。
本日の卓話者小栗正章さんをお迎えして小栗様には、地区米山奨学委員
会に於いて、いつも的確なアドバイスを頂くなど、大変お世話になってい
ます。
松波先生、先週は色々お世話になりました。
先般出掛けた際には堀さんにお世話になりました。
帰宅後に自主トレ、復活するかも?です。
泉さん、今川さん、淑久さんに大変お世話になっております。
皆様と一緒にプレーできる日を楽しみにしています。
敬老の日を迎えられた事お喜び申し上げます。
久しぶりの例会。皆さんに会えてうれしいです。

入会予定者の大和さんが例会見学です。
よろしくお願いします。
今日、親友の杉江くんが例会に参加してます。
みなさん、よろししくお願いします。
本日も楽しみです。

本日は貴重な時間をいただき、地区大会のPRで訪問させていただきました。
名古屋瑞穂RCの皆様の登録、ご参加を知立RCメンバー全員でお待ちし
ております。
本日はよろしくお願い致します。
皆さん、お久しぶりの例会です。
9月17日、妻の誕生日に美しい花ありがとうございました。
久しぶりです。
久し振りの例会、皆さんに会えて｢ホッ｣としています。
その間9月12日に2019～20伊藤ガバナー年度の顕彰が行われました。
近藤パストガバナー梅村分区幹事と共に参加に参りました。
これにて無事ガバナー補佐卒業しました。
皆様のご協力に感謝します。
9月20日は誕生日でした。
7月19日還暦60歳になりました。
敬老のお祝いを頂きありがとうございます。
9月21日敬老の日には結構なお祝いを頂戴し、誠にありがとうございました。
本日ゲストに大和直樹さんをお迎えしています。

副会長挨拶

出席報告

梅村昌孝副会長
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内藤　晶文さん　鳥山　政明さん　村上　　学さん　渡辺喜代彦さん

知立RC　磯貝一己さん、渡辺伸一さん
地区米山奨学委員会　小栗　正章さん

湯澤　信雄さん
長瀬憲八郎さん
岩田　吉廣さん

伊藤　　豪さん
近藤　雄亮さん
安井　友康さん
森　　恒夫さん

野﨑　洋二さん

ニコボックス 原田敬生出席委員長

　みなさん、こんにちは。今年の｢敬老の日｣は9月
21日でした。この｢敬老の日｣は、｢長年にわたり社
会に尽くしてきた高齢の方々を敬愛し、その長寿を
祝う日。｣として1965年に毎年9月15日を国民の祝
日として指定され、翌年から施行されました。その
後、2003年からは9月15日から9月の第3月曜日に
代わってから暫くたちます。
　もともと敬老の日は兵庫県の小さな村から始ま
ったとされています。多可郡野間谷村という所で終
戦後の1947年(昭和22年)の9月15日から行われ
てきた村の敬老行事の｢年寄りの日｣というのが始まりだそうです。
　この｢としよりの日｣の主旨は今の｢敬老の日｣とはだいぶ違っていて｢敬老
を大切にして、お年寄りの知恵を借りて村作りをしよう。｣というものだった
そうです。｢長寿を祝う。｣ではなくて｢知恵を借りて村作りをしよう。｣という
のが興味深いところです。もともとは長寿をお祝いする目的では無く、高齢者
に知恵を借りて助けてもらうために始めたことのようです。終戦直後のこと
で村ではいろいろ事情を抱えていたのかもしれません。
　ちなみにこの敬老行事に招かれた方々は55歳以上の村人だったそうで
す。随分若い方々がとも思いましたが、当時の昭和20年代平均寿命は男性
が58歳、女性が61歳で還暦を迎えることが出来れば、充分長寿だった時代
でした。現在は男性が約81歳、女性が約87歳で男性は23年、女性は26年
も寿命が延びています。現在の80歳過ぎくらいから当時の還暦くらいの感
覚ではないかと感じます。
　今日は瑞穂RCでも敬老のお祝いの行事があると聞いています。｢長年に
わたりクラブのためにつくして来られた先輩を敬愛し、長寿をお祝いしましょ
う。｣そして先輩から｢クラブ作りのために豊富な知恵をお借りしましょう。｣

会員70名　出席60名  （出席計算人数52名） 出席率　92.3％

出席報告

関谷 俊征さん 八木沢幹夫さん 鈴木 淑久さん 近藤 雄亮さん
越原 一郎さん 原田 敬夫さん　大嶽 達郎さん 杉山 裕一さん

9月お誕生日おめでとう

敬老の日祝い

鈴木 圓三さん 岩本 成郎さん 岩田 吉廣さん 越原 一郎さん
髙村 博三さん 森 　恒夫さん 野﨑 洋二さん 松井 善則さん 
佐藤 善乙さん 田中 政雄さん

本年度の敬老お祝い対象

内田　久利さん
森　　裕之さん
亀井　直人さん

市岡　正蔵さん
堀　　慎治さん

田中　　宏さん

岡部　光邦さん
杉山　裕一さん

関谷　俊征さん

今川　知也さん

萩原　孝則さん　鈴木　淑久さん　長谷川　隆さん

　遅くなりましたが皆様大変おめでとうございます。
　先日もゴルフ部会にて、野﨑さんと同じ組でゴルフを
プレーさせていただきましたが、とてもパワフルでお元
気な姿が拝見でき、大変うれしく思っておりました。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、例会も少な
く、皆様のお顔を拝見する機会が減ってしまいました
が、皆様にはいつまでも、元気で正しくかっこいい瑞穂
RCの先輩でいていただきたいと存じます。
　まだまだ予断を許さないコロナウイルスですが、どうか皆様お体にはご自
愛いただきますようよろしくお願いいたします。

お祝いの言葉：杉山裕一さん

　皆さんこんにちは。今日は久し振りの例会に出席を
させていただきました。会員の皆様はお変わりなくお
元気なお顔を拝見させていただいて大変うれしく思っ
ております。
　9月21日に敬老の日と言うことで瑞穂RCからお祝
いの品が届きました。湯澤会長を始め、会員の皆様方
に我々年寄りを代表しまして厚く御礼を申し上げま
す。ありがとうございました。
　敬老の日は家におりまして、夕方に息子家族がやって参りまして、孫が｢お
じいちゃん敬老の日おめでとう｣とお祝いを私に持ってきてくれたものですか
らそれはやっぱり感動しまして、これこそおじいちゃんだな、家族っていいも
んだなあとつくづく感じ、それだけ年長になっていると自覚をした次第でござ
います。今後も家庭を大切にしながら余生を送っていきたいなと思います。
本日はありがとうございました。

お礼の言葉：野﨑洋二さん

原田敬生出席委員長



区大会をテーマにして準備を進めて参りました。開催
日時は来年3月14日(木)、開催場所は愛知県国際展示
場で開催させていただきます。本会議そして記念講演
会はもちろんのこと、本年はガバナー主催による大懇
親会を企画しております。それに加えて、地区大会の全
容をオンラインを使いましてライブ配信させていただ
きます。
　当日会場等に参加できない方のために、スマートで
スムーズな運用を心がけて準備を進めております。参加機会の拡大によりま
して、是非ともニューノーマルな地区大会に全員ご参加いただいて、コロナに
負けない地区大会を楽しんでいただきたいと思います。
　知立RC全員で皆さんをお待ちしておりますので、よろしくご参加の程をお
願い致します。

例会のご案内
■今週の卓話 10月1日（木）    

　日頃は米山記念奨学事業へのご理解とご協力を頂
き、誠に有り難うございます。また、名古屋瑞穂ＲＣ様
には、これまでに奨学生１４名を受け入れて頂き、普通
寄付金と特別寄付金を合せて累計で５，８００万円を
今年の６月末までに頂戴しております。重ねて御礼申し
上げます。
　米山記念奨学事業は１９５２年、日本最初のＲＣを
設立した米山梅吉さんの功績を記念して設立された
奨学制度で、外国人留学生の方のみを対象としております。この奨学事業は、
設立６８周年を迎えました。なぜ外国人留学生かというと、『二度と戦争の悲
劇を繰り返さない為に国際親善と世界平和に寄与したい』という当時のロー
タリアンたちの強い願いがあった為です。
　事業規模の大きさを見ると、今年度の奨学生数は８２５人、これまでの累
計では、世界１２９の国と地域から２１，０００人ほど受け入れています。出身
国別では中国・韓国・台湾の３カ国が約７割を占めます。収支については、２
０１９年度の収入合計が１４億円７千万円、支出合計が１５億円ですので、
財産減少額が３千万円になっています。この中で特筆すべきものは、２０１９
年度の利息収入５千万円と管理費５千万円です。基本財産の５０億円と、特
別積立財産の４１億円、流動資産などの１３億円を全部足した１０４億円の
財産を、利回り０．５％で運用すると５千万円となるので、それが利息収入に
なって管理費の方へ流れていきます。皆様から頂戴する寄付金は、奨学生に
直接使用させて頂いています。
　寄付には普通寄付金と特別寄付金の２種類があります。名古屋瑞穂ＲＣ
様から普通寄付金として１人当たり年間４，０００円を、事務局を通じて頂い
ております。普通寄付金は、年間８２５人の奨学生をお世話する為の安定財
源になっています。特別寄付金は個人・法人より頂戴しており、金額に決まり
はありません。
また、寄付に対しては表彰制度があり、個人では累計１０万円のご寄付を頂
くと米山功労者として表彰されます。
　さらに、税法上の優遇措置もあり、個人が寄付をした場合は税額控除と所
得控除のどちらかを選ぶことが出来ます。税額控除は寄付額から２，０００円
を引いた残りの４０％の額、所得控除は寄付額から２，０００円を引いた残り
に所得税率（課税所得額により異なる）を掛けた額が、それぞれ控除額とな
ります。例えば、１万円の寄付をした場合、税額控除では３，２００円、所得控
除（所得税率が２３％の場合）では１，８４０円となりますので、税額控除の方
が得だということになります。ただし、寄付金控除を受ける為には税務署への
確定申告が必要となります。また、法人が寄付をした場合は、法人税額及び
地方税額が軽減されるという優遇措置があります。
　米山記念奨学委員会としては、国際奉仕事業の１つとして米山奨学生を
育てるということでやっております。芽が出る（開花する）のに時間はかかりま
すが、引き続きご理解・ご協力を賜りまして、皆様のお力で１人でも多く、未来
に架ける『平和の懸け橋』となる人材を国際社会へ送り出していきたいと思っ
ております。ぜひご支援を宜しくお願い申し上げます。

■次々週 10月15日（木）    

10月8日（木）    

テ ー マ
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イニシエーションスピーチ
内藤晶文さん
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■次週の行事
ガバナー公式訪問視聴会

定款により休会

地区米山記念奨学委員　小栗正章さん
卓話

　40周年記念事業の一環として名古屋女子大学中学校高等学校
吹奏楽マーチングバンド部に楽器を贈呈しました。

　9月16日（木）名古屋南RCにてガバナー公式訪問懇談会が開催
されました。

　湯澤会長を初めとする名古屋瑞穂RCの会員のみなさん、こんにちは。私
は今年度地区大会のホストを務めさせていただいている、知立RCの実行委
員会の委員長をしております。磯貝と申します。皆様の貴重な例会の時間を
お借りして、地区大会のPRにやって参りました。よろしくお願い致します。
　本年の地区大会は、コロナの安全対策を万全にした、ニューノーマルな地

幹事報告

地区大会PR
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・
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・

次週、10月1日(木)11：00より、推薦小委員会をヒルトン4階
「杉の間」にて行われますので、関係各位の方はお願い致します。
次週、10月1日(木)13：40より、第4回理事会をヒルトン4階「杉の間」に
て行われますので、お願い致します。
10月4日(日)熱田RAC例会がありますので、担当の方はお忘れの無いよ
うにご参加願います。(森恒夫さん、平安山京太さん)
11月事務局引っ越しに向けて過去の書類を廃棄していく予定です。
10月上旬の例会後、委員長及び同好会の関係者は、事務局にある資料
をご確認いただき、廃棄してよいもの等事務局までご連絡いただきますよ
う、ご協力お願いします。
2年前より準備されていました、第7回日台ロータリー親善会議福岡大会
中止の連絡がありましたので、ご報告致します。
10月4日(日)13：00より、名古屋女子高等学校へ40周年記念による演
奏会が名古屋女子高等学校にて演奏会が行われます。
当日訪問される方は、事務局までお問い合わせください。

委員会・同好会報告

開催日：9月4日(金)
　名古屋ゴルフ倶楽部和合コース第408回ゴルフ例会が開催されました。

　9月に開催予定でした祝賀会ですが、コロナの影響で中止になりました。
記念誌を作りましょうとの事で、過去10年の会長幹事さんにご挨拶をいた
だきたいとお願いしているのですが、まだ出ていない方がいらっしゃいます。
今月中にはやらせていただければと思っておりますので、よろしくお願い致し
ます。

　次回第409回ゴルフ例会は10月6日(火)愛知カンツリー倶楽部にて開催
されます。

46優勝 湯澤　勇生さん

今川　知也さん2位
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ゴルフ部会9月度(第408回)

40周年記念委員会：大嶽達郎さん

40周年記念事業の一環として

地区大会実行委員長　磯貝一己さん
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