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●点鐘

教育振興基金の理事の都城 RC の木場会員が
お話しされてご存知の方も、いらっしゃると思い
ますが、数年前には奨学生だった方が教員になら
●合唱
我等の生業
れて、その方のお母様を通して、５万円×４回の
●ゲスト 及び ビジター なし
計２０万円の寄付がありました。
奨学金は月々８千円の２年間ですので約２０
万円（正確には１９万２千円）です。その分をと
いうことだったのでしょうが、素晴らしいことで
すよね。
現在、奨学生の対象者は２０名（高校３年生１
０名、２年生１０名）ですので年間では２００万
□会長の時間
中山 忠彦 の資金が必要です。この素晴らしい基金を将来に
先週、井福会員にお話し頂いたように今月は 渡って続け発展させて行く為に、皆様のご理解ご
協力をお願いします。
教育振興基金の月間です。
それと、本年度の例会の件に話は変わります
皆さんよくご存知とは思いますが、月間とい
が、本年度も例会の司会進行を持ち回りでさせて
うことで改めてお話しさせて頂きます。
教育振興基金奨学生の認定を受けた学生数は 頂きます。徳重 SAA と話をしまして、今度は入
会歴の浅い会員から順番にさせて頂こうと思い
現在までで３０６名です。
教育振興基金の起源は大正２年に始まった島 ます。
また、例会上の受け付けに先週からあります
津奨学金で、ロータリーとしては、S４９年都城
RC 創立２０周年記念事業として教育振興基金 「入りて学び出でて奉仕せよ」の看板は外勢ガバ
を新設したのが始まりで、西クラブは S５５年 ナー補佐より今年度から都城 4RC すべて受付に
に北クラブと共に参画しました、この頃に認定 出してほしいという強いご要望が発端で検討い
された奨学生が第１番目の奨学生ですので、約 たしまして出しております。
以上、合わせてご理解いただけますようお願い
３７年間で３０６名の方を認定したことになり
いたします。
ます。
今週の月曜日に事務局に出向き、奨学生の進
学先や就職先を見てみました。
東京大学や京都大学を始めとする有名大学や
専門学校、短大、日本郵政や九電、大阪ガスな
ど上場している企業から自衛隊や地元の企業
（西クラブでは丸宮建設さん）まで幅広く社会
に旅たって行っていることを改めて感じまし
た。
又、定時制高校に通っていた奨学生も結構い
ました。

□幹事報告

外山

俊明

□地区報告
●押川ガバナー事務所…①ガバナー月信 ７月号
②ガバナー補佐・地区委員会委員変更等のご案内
【就任】
・青少年奉仕部門 委員 山田 忠茂
（鹿児島東南 RC）
【変更】
・次年度宮崎西部分区ガバナー補佐
黒木 忠仁（都城北 RC・病気療養の為辞退）
→ 外勢 徹男（都城北 RC）
【クラブ会長エレクト変更】
・枕崎 RC 吉松 幸夫 → 松野下 兼市
・南九州大崎 RC 川﨑 修 → 市坪 新悟
●鹿屋西ロータリークラブ…創立４０周年
記念式典・祝賀会のご案内
11/18（土）ホテルさつき苑
受付 13:00～
●ロータリー財団
第１回 マルチプル ポールハリスフェロー賞
木佐貫鐵蔵 氏
第３回 マルチプル ポールハリスフェロー賞
三坂 昭一 氏
●公益財団法人ロータリー米山記念奨学会…
①第２回 マルチプル 米山功労者 感謝状 棈
松 豊治氏
第１回 米山功労者 感謝状
小田 賢一・高橋 五男 各氏
②２０１７年度上期普通寄付金のお願い
③ロータリー米山記念奨学会
50 周年のあゆみ 発刊のお知ら
□クラブ報告
○来週 7/19（水）祝日週の為 お休み
○フォーラムの為の資料 事業計画書 を配布。
正式な事業計画書が出来るまで、アジャスターに
て各自保管をお願いします。

会員数
出免数

4５名
４名

出席数
出席率

33 名
80.49％
6/28

85.37％

前回修正出席率

7/5

82.93％

届出有
届出無

河野 永野

脇丸

盛田 重城

●ニコニコ箱●
中山 忠彦･･･小坂直前会長アトランタ大会の餞別
有難うございます。少々残りましたので。
棈松 豊治･･･中山会長、外山幹事 理事のみなさん
一年間ご苦労さんです。
第一例会を欠席ですみません。
小田 賢一･･･中山会長、外山幹事 役員理事の皆様
新年度スタート頑張って下さい。
木佐貫鐵蔵･･･中山丸の船出を祝して。
小坂泰一郎･･･7/23 韓国のインターアクト生との
交流会参加協力よろしくお願い致します。
メイクアップにあります。
小坂泰一郎･･･12 年目の皆勤賞いただきました。
ありがとうございました。
髙橋 五男･･･第１回米山功労賞を頂きました。
ありがとうございました。
●米山記念奨学会● ･･･長友 喜信
●教育振興基金●
河中
功･･･教育振興基金へ
長友 喜信･･･教育振興基金へ
中山 忠彦･･･次男の高校野球生活も昨日見事に終わり
ました。気づくと身も心も成長してました
高校と野球と感謝・感謝の一日でした。
徳重 幸男･･･教育振興基金月間です。
御協力をよろしくお願いします。
三坂 昭一･･･教育月間ですので 皆さん是非よろしく
御協力して下さい。
井福 博文･･･教育振興基金に御理解と御協力をお願い
しま～す。
昨夜の宴会の有志一同･･･７月は教育振興基金月間です。
御協力下さい。
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□ＳＡＡ報告

7/12

前々回修正出席率

柳

別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム 予定
8/2 納涼例会
8/9 インターアクト年次大会報告・助成金授与
8/16 特別休会①

□出席報告

藤岡

□本日のプログラム
委員会フォーラム

雑誌会報・インターネット・広報委員会
東 淑恵

第３回
マルチプル ポールハリスフェロー賞
三坂 昭一 会員
第１回
マルチプル ポールハリスフェロー賞
木佐貫鐵蔵 会員
※ポール・ハリス・フェローとは・・・
ロータリー財団に年次寄付をし、その合計で 1,000 ドル以上寄付した人
※マルチプル ポール・ハリス・フェローとは・・・
ロータリー財団に年次寄付をし、その合計で 1,000 ドル以上寄付した人は、その後 1,000 ドル寄付する
ごとにマルチプル・ポール・ハリス・フェローになる。

第２回
マルチプル

米山功労者 感謝状
棈松 豊治 会員

第１回 米山功労者 感謝状
小田 賢一 会員
高橋 五男 会員
※ 米山功労者とは・・・
個人の特別寄付金の累計が 10 万円に達したとき、または一度に 10 万円もしくはそれ以上の特別寄付をされた
とき、第１回米山功労者として感謝状が贈られる。10 万円ごとにマルチプルとなり、累計 30 万円ごとに感謝状､
メダル､楯が贈られ、累計 100 万円で、第 10 回米山功労者メジャードナーとなり、感謝状が贈られる。

１２ヶ年

小坂泰一郎 会員
・欠席～８ヶ年 藤岡

成学 会員

□本日のプログラム

委員会フォーラム

委員会ごとに協議しました。

