
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  我等の生業 
 

 

●ゲスト 及び ビジター  なし 

 
 
 
 

□会長の時間        外山 俊明 

皆さんこんにちは。 

 先週もお話ししましたが、今月は教育振
興基金推進月間です。今日は担当卓話にな
っております。木佐貫会員宜しくお願いし
ます。 
 先週の土曜日から高校野球の県大会が開
催されております。三年生にとっては、コ

ロナウイルスのおかげで、一度はあきらめ
た最後の夏の大会が出来大変良かったと思
います。三年間かけて、猛特訓した結果を
発揮できる喜びは、例年にない感動を与え
てくれると思います。野球に限らず、他の
競技でも開催されると聞いておりますの

で、あきらめずに練習してきた成果を十分
に発揮して、悔いの残らないように頑張っ
てもらいたいです。とはいっても、高校野
球ではすでに半数近くが敗退しておりま
す。彼らは満足できる試合ができたのでし
ょうか。 
 話は大きく変わりますが、昨日からサマ
ージャンボ宝くじが発売されております。
昨日のラジオで言っておりましたが、私の
イニシャル T、T は高額当選の確立が高い
そうです。でも未だに当たっておりませ

ん。 
 
 

宝くじの収益金はいろんなことに使われ
ております。福祉施設の備品や、福祉車両
等多くのことに使われております。ロータ
リアンとして少しでも協力できるように買
ってみませんか、はずれても社会に貢献で
きます。もし高額当選したら、しつこいよ
うに社会貢献を進めるお誘いが来ると聞い
ております。夢は買いたいですけど、当た
るならほどほどの金額がいいですね。 
 会長の時間でした。 
 
 
 
□幹 事 報 告        高辺 晃也 
 

  報告 
●風呂井ガバナー事務所… 

 ①ガバナー公式訪問はありますが、 
クラブフォーラムは中止とのお知らせ 

 
●公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 
       上期 普通寄付金のお願い 
 

       
□クラブ報告  
●本日 7/15（水）船木年度会計監査  
例会終了後 エトワール 

     
●来週 7/22（水）祝日週 休会 
 
●再来週 7/29（水）納涼例会 18:30 中山荘 

 
●7/28（火） 船木年度決算理事会 

18:30  中山荘   

 

 
 
 

第２０９８回 令和２年 7 月 15 日 

 



□出 席 報 告 

会員数       ４４名 

出免数        ３名 

出席数      ３１名 

出席率       75.61％ 

前々回修正出席率 7/1  85.37％ 

前回修正出席率 7/8  85.37％ 

届出有 森山 大西 盛田 山下 中山     

届出無 脇丸 福本 柳 福永 川畑 

ＭＵ会員 

 

 

 なし 

 

要ＭＵ会員（7/8） 脇丸 大西 中山 福本 福永 

川畑  

ＭＵ無会員（7/1） 脇丸 中山 大峯 福本 柳  

福永  

 

 

 

    １５ヵ年 小坂泰一郎 会員 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

□委員会報告      なし 

 

 
 

□本日のプログラム 

 

 教育振興基金担当  

  木佐貫鐵蔵 会員 卓話 

 

    別紙に掲載しております。 

 

 

 

□ＳＡＡ報告 

●ニコニコ箱● 

外山 俊明･･･木佐貫さん 本日は卓話ありがとう 
       ございます。 
木佐貫鐵蔵･･･教育振興基金宜しくお願い致します。 
大峯  学･･･ニコニコ BOX へ 
穴井 慎一･･･ニコニコ BOX へ 
木下マリセル･･･ニコニコ BOX へ 
宮原 正英･･･少しでも役立てればと思います。 
       将来の子供達に。 
 

●ロータリー財団● 
外山 俊明･･･ロータリー財団へ 
長友 喜信･･･ロータリー財団へ 
木佐貫鐵蔵･･･ロータリー財団へ 
大峯  学･･･ロータリー財団へ 
 

●米山記念奨学会● 
大峯  学･･･米山記念奨学会へ 
横山真希子･･･米山記念奨学会へ 
 
●教育振興基金● 
外山 俊明･･･教育振興基金へ 
木佐貫鐵蔵･･･教育振興基金へ 
吉原 信幸･･･木佐貫教育振興基金担当様 今日は 
       卓話ご苦労様でした。教育振興基金 
       DVD 初めて見ました。分かりやすい 
       DVD でした。今回はとりあえず半額 
       入れさせて頂きます。 
上田やよい･･･教育振興基金の木佐貫委員長頑張っ 
       て下さいませ。 
大峯  学･･･教育振興基金へ 
東    淑恵･･･教育振興基金へ 
長友 喜信･･･教育振興基金へ 
内田建太郎･･･教育振興基金へ 
徳重 幸男･･･少々。 
横山真希子･･･木佐貫会員様ありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎今後のプログラム予定 
8/5   新入会員卓話・前年度決算報告 
8/12  祝日週の為 休会 
8/12  祝日週の為 休会 
8/19  田村ガバナー補佐をお迎えしての 

             クラブ協議会 
 

 7/15 累 計 

ニコニコ BOX 5,300 40,300 

ゴールド BOX 2,847 9,939 

ロータリー財団 42,800 128,400 

米山奨学会 10,000 85,000 

教育振興基金 55,000 122,000 

 
雑誌会報・インターネット・広報委員会  

 

委 員 長：平川 靖三 

委員長補佐：吉原 信幸 

担   当：東  淑恵 

 

皆 勤 賞 



 

 

 

□本日のプログラム 

 

      教育振興基金担当 木佐貫鐵蔵 会員 卓話 

 

皆様こんにちは 

今日は教育振興基金卓話になっていますので担当である

私が教育振興基金について内容を説明します。 

また、広報用のＤＶＤがありますので約 10 分間ですが

ご覧ください。その後補足説明させていただきます。 

 

テーブルに奨学金制度のご案内と公益財団法人 都城地区ロータリークラブ教育振興基金の

二つのリーフレットがありますが奨学金制度の案内は一般の人用小さい方はロータリー会員

用です。 

昭和 49 年都城ロータリークラブ創立 20 周年記念事業として始まりました。そして都城北ロ

ータリークラブ・都城西ロータリークラブ・都城中央ロータリークラブが加わり現在にいたつ

ております。 

 

奨学生は 2 年・3 年の 2 年間毎月 8000 円返済義務のない奨学金です。現在市内の１０校に２

年生から１名 学校からの推薦で選んでいます。又ロータリークラブ会員への表彰制度も設

けてあります。 

前週の会長の時間で説明されましたが年間３０万円以上、１０万円以上、５万円以上、１万円

以上の寄付をされると記念品やバッジが貰えることになっています。毎年新年合同例会で表

彰式は行われます。 

昔は金利が高かったので定期貯金や国債を買い運用していましたが低金利時代になりました

ので太陽光発電事業に乗り出し売電の収益を基金に回しています。 

以上簡単ではありますが説明に代えさせて頂きました。 

コロナで大変な時期ではありますがご協力のほどよろしくお願い致します。終わります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ここをクリックしてください↑↑ 

 

 

 

 

 

都城地区ロータリークラブ 給付型奨学金とは 

優秀な生徒でありながら経済的な理由で、修学が困難な都城市内の 10 校の高校生に 

２年の期間、奨学金を貸与ではなく返還不要の給付型としています。 

主となる財源は、ロータリアンの寄付と 2017 年度より開始した太陽光発電事業による

果実収入です。 

太陽光発電事業は、今後経済情勢の悪化から教育を取り巻く環境は厳しくなると思わ

れ、本来の事業を支え、または拡大するために、寄付収入以外の収益事業として開始し

ました。 

 

 

               事業の目的 

ロータリークラブの奉仕の精神に基づき、地域社会の教育振興の一助として役立つこと 

を目的としますが、その主な事業として学術優秀、身体強健、志操堅固な学生でありな 

がら経済的な理由で修学が困難な者に対し奨学金の給付を行います。これによって将

来、国家社会のために有用な人材が育成されることを願います。 

 

 

 

 

～ 教育振興基金について ～ 

都城西 RCホームページから 

教育振興基金のホームページ

が見れます！！ 


