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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

来週の例会では米山奨学生の胡志 武 君の 

卓話が予定されています。 

そこでロータリー米山記念奨学会について

お話をさせていただきます。 

 ロータリー米山記念奨学会は日本のロータ

リーの創始者、故・米山梅吉翁の偉業を記念し

て立ち上げられた事業です。1952 年、東京Ｒ

Ｃが構想を立案。1954 年、奨学生第１号とし

てタイからソムチャード氏が来日しています。 

 事業の使命は「将来、日本と世界を結ぶ『懸

け橋』となって国際社会で活躍し、ロータリー

運動の良き理解者となる人材を育成すること

です。」とありますので外国人留学生を支援し

ます。 

2015 年度は 730 人を受け入れ、その内訳は

中国 39.7％、韓国 14.4％、ベトナム 11.1％、

台湾 4.4％などとなっています。 

そして、この事業は日本のロータリー全地区 

の合同プロジェクトとなっているため、毎年、当ク

ラブからも「普通寄付金」として 1 人あたり 6000

円を寄付しています。それ以外に個人が寄付をする

「特別寄付金」もあります。 

寄付した額により、それぞれの地区の留学生の割

当人数が決められます。2016年度、2680地区は 21

名です。 

この奨学会のもう一つの特徴は世話クラブ・カウ

ンセラー制度があることです。奨学生一人ひとりに

地域のロータリークラブが「世話クラブ」となり、

ロータリーとの交流の起点となります。 

さらに、世話クラブ会員の中から「カウンセラー」

が選ばれて奨学生の日常の相談役となります。 

当クラブはこれまで 2 人の留学生を受け入れて

います。2000 年度 張 文玲さん。小児科医で神戸

大学医学部大学院で学んでいました。坂上会員がカ

ウンセラーでした。2002 年度には胡志 武 君。神

戸商船大学で港湾機能に関する研究をしていまし

た。竹原会員がカウンセラーでした。 

胡君は上海の大学で教授を務めるなど母国で活

躍しています。まさに米山奨学会のモデルケースに

なる方です。来週は是非、全員で熱烈歓迎をしたい

と思いますのでよろしくお願い致します。 

 本日の例会   3月  2日（水） 次週予告   3月  9日（水） 

  ◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

              木本 玲子 会員 

  ◎プログラム  卓話 

   2002年度米山奨学生 胡志武様 

◎ソング 「われらの生業」 

              小山 一子 会員 

◎プログラム  卓話 

                   槙野 稔 会員 
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卓話       定藤 繁樹 会員 

 

「自己紹介」 

本年 1月に入会しました定藤繁樹（さだとう し

げき）です。 

関西学院大学のビジネス・アカウンティングスクー

ルの教授を務めております。 

専門はベンチャー企業、アントレプレナーシップ

（起業家精神・活動）です。 

社会人を対象に、関学の大阪梅田キャンパスで、

平日夜か土・日曜日の昼に授業を行っております。 

 

1951年（昭和 26年）大阪府池田市出身。 

大学卒業後、28年間大阪ガスに勤務。 

2003年に関学の教員として転職。 

2012 年 4 月から 1 年間は南ドイツ・アウクスブル

ク大学に遊学。ミュンヘンが近いため美味しい地ビ

ールとソーセージづけでした。 

 

2014 年 2 月に芦屋マンションから逆瀬台 3 丁目に

転居。 

家内（61歳：薬剤師）、長女（31歳：阪大大学院博

士課程後期フランス経済史専攻）、長男（24歳：関

学文学部 4年）＋ビーグル犬（8歳）と同居してま

す。 

 

本年 2 月狭心症の治療のためカテーテル施術を受

けました。目下毎日 1万歩を目標に歩いております。 

 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

○芝池 巌 君 

 2月 22日（月）ベガホールでのオーケストラ 

コンサートではロータリーの皆さん大勢お越しい 

ただきましてありがとうございました。 

330名の来場者があり大盛況のコンサートになり 

ました。 

 

 

 

□本日のソング 

「われらの生業」  

池田 美江 会員 

□お客様  

荒木 有希 様 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 25  78.13 

前々回 

2/14 
34 2 32 26 1 84.38 

 

□幹事報告 

例会プログラム等の確認 

3/12(土)地区会長幹事会  

(神戸ポートピアホテル)14：00より 

3/13(日)地区大会 (神戸ポートピアホテル) 

   9：00 受付開始 

   17：00 閉会 

   17：30 懇親会開宴 

   19：30 閉宴 

4/2(土) 阪神第３グループＩ．Ｍ(三田ホテル) 

   13：30 受付開始 18：30懇親会終了 

4/6(水)  クラブ創立23周年記念例会  

卓話 坂上会員 

4/13(水) プロバス合同例会  

黒田ガバナー補佐訪問 

     卓話 阪上会員 

4/16(土) 講演会「高齢化社会について考える」 

（宝塚商工会議所） 

   14：00開演 16：00閉演 

以上 

 

 

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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ププロロググララムム  



石原会員による危機管理セミナー報告です。 

クラブのコンプライアンスなどについての報告が

ありました。 

 

 

 

*************************************** 

☆☆3月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

1日 馬場 和代会員 20日 阪上 栄樹会員 

26日 坂上 安夫会員 31日 蓮尾 春輝会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

12日 谷口 千鶴美 様  12日  田村 庸一 様  

22日 古川 順子 様  

結婚記念日  

 8日 蓮尾 春輝・統子様 

21日 坂上 安夫・妙子様 

*************************************** 
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事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 
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 一口コラム 

相手先の電話番号が分からないとき

に、電話番号を教えてくれる電話番号案

内サービス「104」についての話題です。 

 固定電話時代にお世話になった人も多

いと思います。携帯電話やスマートフォ

ンの普及により、電話番号帳を簡単に管

理できるようになったため、利用者は減

少が続いています。 

さて、現在の料金ですが、固定電話の

場合「1案内 60円（深夜早朝は 150円）」、

携帯電話の場合「1 案内 150 円」などと

なっており、意外と高額です。 

この電話番号案内が、残念なことに、

2016年 4月 1日より「1案内 200円」に

アップすることが、NTT ドコモより発表

されました。 

出来るだけインターネット等で調べま

しょう。 



  


