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ガバナー公式訪問 ビュッフェ例会

－会員懇談－

本日の例会 次回の例会（8月 31日）

上山　昭治　様

第 2580 地区ガバナー

東京武蔵野中央 RC

≪ 2016 ～ 2017 年度

国際ロータリー第2580地区ガバナーご略歴≫

上山　昭治（かみやま　しょうじ）様　略歴

生年月日	 1949（昭和 24）年 2月 22 日生

事	業	所	 公認会計士・税理士

	 上山昭治事務所　所長

学				歴	 1971 年 3 月

	 中央大学商学部会計学科卒業

	 1974 年 3 月

	 中央大学大学院商学研究科修士課程修了

職業分類	 公認会計士

＜職歴・経歴＞

1975 年 11 月	 公認会計士・税理士

	 上山昭治事務所開設	所長

	 現在に至る

1995 年～ 99 年	東京税理士会武蔵野支部　支部長

＜ロータリー歴＞（職業分類：公認会計士）

1986 年 2 月	 東京武蔵野中央ロータリークラブ入会

1993 ～ 94 年度	 地区世界社会奉仕委員会　委員

2000 ～ 01 年度	 クラブ幹事

2004 ～ 05 年度	 クラブ会長

2005 ～ 06 年度	 武蔵野分区幹事

2006 ～ 07 年度、2007 ～ 08 年度、2008 ～ 09 年度　

	 地区対人地雷の除去に関する

	 特別委員会　常任委員

2008 ～ 09 年度	 地区副幹事

2009 ～ 10 年度	 地区対人地雷の除去に関する

	 特別委員会　委員

2013 ～ 14 年度	 武蔵野分区ガバナー補佐

ロータリー財団メジャードナー

米山功労者者

2016．7．1 現在

週 報



臨時理事会報告

幹事　井田吉則

2016 年 8 月 15 日午後 6 時 30 分より新麹町法律事

務所会議室において、東京本郷ロータリークラブ臨

時理事会を開催しました。

1．議案	2016年規定審議会	立法案	反対表明について

決議の対象となる採択制定案

①採択制定案 16‐06（ロータリークラブの目的

の改正）

②採択決議案 16‐118（ポリオ撲滅が最優先事項）

③採択制定案 16‐10（奉仕の第二部門の改正）

④採択制定案 16‐38（会員身分の改正）

⑤採択決議案 16‐126（性器切除の防止支援）

⑥採択決議案 16‐138（「家庭」というキーワー

ドを奉仕の機会に関する項目に追加すること

を検討するよう、ＲＩ理事会に要請）

⑦採択決議案 16‐99（人頭分担金の増額）

2．採決の結果

協議した結果、上記①②⑦の３案件について、

反対表明することとなりました。

以上

会長報告

1．ロータリー財団 100 周年記念誌として、『世界で

よいことをしよう：人びとの心に触れた 100 年』

が発行されました。各テーブルにご案内を配布

しております。

革装丁の限定版は 100 ドル、クロス装丁の通常

版は 40 ドルとなります。

ガバナー事務所から通常版の見本を借りる手配

をいたしましたので、届き次第お見せいたします。

購入をご希望される場合は、9 月 7 までにご連絡

をいただければ、クラブで一括購入いたします。

幹事報告

1．既にメール配信をさせていただきましたが、赤

羽商業高校からインターンシップ受入依頼があ

りました。

受入可能の場合は、回答用紙に必要事項をご記

入いただき、クラブ事務局へご返信下さい。

また、「クラブのためのよくわかる寄付と認証」

というウェビナーについてもメール配信をいた

しました。

国際ロータリーホームページ上からご自分の寄

付累計などを確認する方法などわかりやすく説

明していただけます。

日時は、9 月 8 日（木）午前 9：30 ～ 10：30 と

なりますので、ご覧下さい。

2．ローターアクト主催による親睦イベントとして、

『地区 BBQ 大会』、『地区研修合宿』、『ワークショッ

プ』と 3つのご案内が届きました。

それぞれ、開催日時、会場、登録料などが異な

ります。詳細はテーブルに配布されたご案内を

確認してください。

参加ご希望の場合は、クラブ事務局へご連絡下

さい。

3．東京板橋ロータリークラブより、メークアップ

受付についての連絡がありました。

定款による休会の場合、メークアップ受付は用

意されていないそうです。

メークアップの際はご注意下さい。定款による

休会の日程は事務局へお問い合わせ下さい。尚、

振替休会、夜間例会のメークアップ受付時間は、

12 時より 12 時半との事です。よろしくお願いし

ます。

4．来週 24 日の例会はガバナー公式訪問となります。

10：30 からの会長・幹事打合せ後、11：15 より、

クラブ協議会が行われます。

クラブ協議会出席者の皆様へはレジメをメール

ボックスへ配布しましたので、ご確認下さい。

また、SAA からクラブ協議会時について、お知ら

せがあります。詳細はメールで配信いたします。

よろしくお願いいたします。

8 月 17 日　第 1193 回例会報告

卓 話

「おもしろい建築用語」

柴山　修一　会員

卓話をする柴山修一会員

出 席

会員数：50名　欠席出席免除者：6名　出席数：36名

欠席数：8名　出席率：81.82％

7 月 27 日修正後出席率：84.09％

クラブゲスト：中原ゆり様（元ピアノ伴奏者）

ニコニコＢＯＸ

＊小野澤亮介会員

下肢静脈瘤のレーザー手術をして丁度 2 ヶ月が経

ちました。多少、つっぱり感はありますが経過良

好です。

＊井田吉則会員

来週のガバナー訪問宜しくお願いいたします。



（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース

【★ ハイライト よねやま197 号 ★】

2016 年 8 月 12 日発行

【今月のトピックス】

・寄付金速報 -2016-17 年度もほぼ好調にスタート -

・来春採用の奨学生募集がスタート

・2016-17 年度地区米山奨学委員長対象のセミナー

を開催

・熊本・大分、元気です！

　　　　　　　-第 2720 地区夏季研修会 -

・ソウルで活躍した関西米山学友会、

　　　　　　　　　　今年も総会が大盛況

＜お知らせ＞

　ソウル国際大会のＤＶＤが完成！

《今月のピックアップ記事》

「来春採用の奨学生募集がスタート」

2017 年 4 月の新規奨学生募集が始まりました。各

地区の米山奨学委員会からの報告により決定した指

定校は、全国で 532 校（前年度 528 校）。指定校か

らの被推薦者数は 1,748 人（前年度 1,643 人）で、

この中から新規奨学生 585 人が選ばれます。

地区奨励奨学金（大学・大学院以外の教育機関在

籍者が対象）を導入した地区は 13 地区で、指定さ

れたのは 23 校、そのうち初指定は 6校でした。

	

また、指定校への要望として、地区独自の選考基

準を提示したのは 34 地区中 31 地区で、最も多かっ

た要望は「被推薦者の国籍が偏らないように配慮し

てほしい」、次いで「ロータリー活動への積極性」「日

本語運用能力」などが挙げられました。

▼全文は、こちらよりご覧ください。	

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight197_pdf.pdf

オンライン研修（ウェビナー）
「クラブのためのよくわかる寄付と認証」

9 月 8 日（木）　午前 9：30-10：30 のオンライン

研修（ウェビナー）「クラブのためのよくわかる寄

付と認証」が開催されます。　

日本事務局財団室にて作成いたしました「寄付・

認証　ロータリークラブの手引き」をもとに、寄付

と認証について皆様から多くいただくご質問に財団

室職員が回答くださいます。是非ご参加ください。

【参加方法】

お名前とメールアドレスを入力し登録します。

下記リンクから参加のためのご登録をお願いいた

します。登録後、数分ほどで英語の登録確認のメー

ルが届きます。

https://attendee.gotowebinar.com/regis-

ter/8613042303843458562

※漢字入力可。メールアドレスは送受信ができる

アドレスであればどのアドレスでも使用可。

ウェビナー当日は開催時間にあわせて、登録確認

メールに記載されているリンクへアクセスしてくだ

さい。当日の開催前にも、再度登録確認メールが届

きます。

	

「寄付・認証　ロータリークラブの手引き」をお

持ちではない方は、下記 URL からダウンロードをお

願いいたします。（PDF ファイル	3MB）

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2

Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807

CCC4EA676F6E

	

事前にご質問をお送りいただくこともできます。

財団室までメール (	 RIJPNTRF@rotary.org	 ) にてお

知らせください。（件名に「オンライン研修の質問」

と含めるようお願いいたします。）

ニコニコＢＯＸ 16,000 円

累　　計 182,940 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 3 名	 40,000 円
米山特別寄付	 2 名	 14,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

＊柴山修一会員

昨日、横浜に嫁いだ娘の家に行って来ました。駅

で待ち合わせしましたが、白髪頭を知らなくて、

目の前にいてもキョロキョロして分からないよう

で、笑ってしまいました。

＊長久保スミ子会員

先日のゴルフで二日間、90 代で廻る事が出来良

かったです。

＊木村敬道会員

柴山さん、本日の卓話ありがとうございます。よ

ろしくお願いします。

＊河合　洋会員

中原さん、いらっしゃいませ。

＊小出　豊会員

例会欠席続きで申し訳ありませんでした。今日は、

柴山さんの卓話を楽しみにしています。


