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して下さい
６、支給方払
原則として４、７、10、１月の年４回、それぞ
れ３ケ月分支給します
支払方法は銀行振込ですので、領収書は必要あ
りません

皆さんこんにちは。本年度、
松戸RC奨学基金委員長を拝
命いたしました太田原です。
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
皆様のテーブルに資料をご
用意させていただきました。
私もこの委員長に任命され、
改めて松戸ロータリークラブ
の奨学基金と言う事を認識さ
せていただきました。
皆様におかれましても、この機会に奨学基金に
ついて考えていただければと思います。私は、８
月末から９月の前半にかけて、県立松戸馬橋高校、
県立松戸高校、県立松戸国際高校、市立松戸高校、
県立松戸南高校を訪問させていただき、奨学基金
に就いて説明してまいりました。今のところ、県
立松戸高校より女生徒お一人のエントリーがあり
決定しました。本日も、市立松戸高校で、面接の
予定でしたが、天候不良のため来週に延期になり
ました。
今回訪問させて頂き感じたことは、各校に担当
の先生がいらっしゃいましたが、それぞれこの制
度に就いて捉え方が各々違うということを痛感い
たしました。
１、奨学生の資格
松戸市内に在住し、松戸市内の高等学校に在学
し、学術優秀または一芸（文芸、スポーツ、等）
に秀で、かつ心身健全でありながら経済的理由
により、勉学訓練の時間のとりにくい方
２、奨学金の支給額（月額）
15,000円
３、手続きに必要な書類
推薦書
高等学校長及び担任からのもの
奨学生願書 本人記入のこと
身上書
本人記入のこと
在学証明書 学校発行のもの
成績証明書 学校発行のもの
４、採用の決定
原則として書類提出後30日以内
５、採用になった場合
採用者には学校長等推薦者を通じてお知らせし
ます
その際必要書類を送付しますので、記入・捺印

７、奨学生の休止、停止
傷疾、疾病のため成業の見込みがないとき
学業成績または操行が不良になったとき
休学、転学がなされたとき
経済的な環境が好転したとき
その他、奨学生として適当でなくなったとき
８、届け出、報告及び来会の義務
届け出 本人及び保護者連署の届け出
（イ）休学、転学、復学または退学のとき
（学校の証明書添付）
（ロ）本人及び保護者の身分、住所その他重
要な事項の異動があったとき
報告の義務
生活状況報告書 年２回１月、10月に送付
すること
来会の義務
入会時オリエンテーション、クラブ例会、
招待されたとき
上記の義務については、松戸ロータリーク
ラブ奨学基金委員会より通知をいたします
ので、当会の要望に沿って行動して下さい
ここで、先ほどお話した県立松戸高校、西川ま
なみさん高校二年生のご紹介をさせていただきま
す。
東日本大震災により、家は津波で全壊及び原発
事故の避難区域の為、母は職を失い、祖父祖母も
体を壊し通院中の為、生活が大変な状況です。
「私は昨年度までは、福島県立双葉高等学校に在
学していましたが、東日本大震災により被災し、
原発事故の避難区域なので、松戸にいる親戚のと
ころへ避難してきて、今年度から千葉県立松戸高
等学校へ転校させて頂きました。私は幼いころか
ら看護士に憧れていて、福島県の学校にいるとき
は、看護士を目指していましたが、今回被災した
ことにより家計も苦しくなったので、高校卒業後
の進学も諦めようかと思いました。しかし８月に
一日看護体験に参加させていただき、直接患者さ
んと接した時、あらためて私は看護士になりたい
んだと思いました。高校生活は、残り半分程にな
り、松戸高校に転校してからも約半年が過ぎたの
で、これからは今まで以上に気を引き締めて勉強
に力を入れていきたいと思います。看護体験でお
世話になった看護士さん達のように優しい看護士
になりたいです。」
また、今年度に於いては、松戸ロータリー・ク
ラブ奨学基金要綱に就いてもあらためて検討させ
ていただきます。

− ２ −

第５章 奨学基金委員会

松戸ロークリー・クラブ奨学基金要綱
第１章 総

則

（趣 旨）
第１条 この基金は、松戸ロータリー・クラブ、創立
30周年に当る昭和60年に、記念事業として会員
の特別寄付によって設立したものであって、経済
的に恵まれない、松戸市内の高校に通学する家庭
の子女に対して奨学金を給付することにより、安
心して勉学に専念できるよう援助協力し、もって
社会に貢献できる人材育成の一助となることを願
うものである。
（名 称）
第２条 この基金の名称は「松戸ロータリー・クラブ奨
学基金」
（以下「基金」という）という。
（事務局）
第３条 この基金の事務局は、松戸ロータリー・クラブ
事務所内とする。
第２章 目的及び事業
（目 的）
第４条 この基金は学業優秀、品行方正で、かつ、向学
心旺盛な子女に対し主として経済的理由により修
学困難と認められるものに奨学援助を行い、もっ
て社会有用の人材を育成すること、及び中学、高
校の文化活動に対して助成金を交付することによ
って青少年育成に貢献し続ける松戸ロータリー・
クラブの理念の一翼を担うものであり、先人ロー
タリアンが築き上げた当クラブ独自の社会奉仕活
動である。
（事 業）
第５条 この基金は前条の目的を達成するために次の事
業を行う。
奨学金の給付に関する事業。
特筆すべき文化活動を行っている松戸市内の
中学・高校に対する助成事業。
その他本目的を達成するために必要な事業。

（設置・構成）
第９条 松戸ロータリー・クラブ社会奉仕委員会の中に
奨学基金委員会（以下「奨学基金委員会」とい
う）を置いて、この基金の担当委員会とする。
奨学基金委員会の委員は５名以上をもって構成
し、内１名を委員長として会長が委嘱する。
委員の任期は二年とする。
（任務召集）
第10条 奨学基金委員会は第５条に定める事業の執行
のための給付額、給付方法、奨学生の募集等
を検討し、選考に際しては適正なる調査、公
平なる審査を行った上、会長、理事会に報告
するものとする。
前項に規定するもののほか、奨学基金委員会は、
会長又は理事会の諮問に応じて、調査、答申し、
その指示に則した活動をする。
奨学基金委員長は、必要があるときは臨時委員
会を召集することができる。
第６章 事業の執行
（事業年度）
第11条 この奨学基金の事業年度は毎年７月１日に始
まり、翌年６月30日に終わる。
（執行の方法）
第12条 奨学基金委員会は給付者、給付額及び給付方
法を決定し、理事会の承諾を得た後に第５条
に定める事業を執行するものとする。
第７章 資金の管理・運用
奨学基金に属する現金は、金融機関への預金または有
価証券その他最も確実有利な方法を検討し、理事会の決
定を待た方法で保管しなければならない。
付

第３章 財

則

産

（種 別）
第６条 １．この基金の財産を分けて、基本財産と運用
財産の二種とする。
２．基本財産は次に掲げる財産をもって構成す
る。
創立30周年記念事業特別寄付金。
松戸ロータリー・クラブから基本財産と
して追加される財産。
松戸ロータリー・クラブを通じて基本財
産として寄付される財産。
運用財産から基本財産に繰り入れる財
産。
３．基本財産は、原則としてこれを取崩すこと
ができない。但し事業遂行上やむを得ない
場合は、会長は理事会及び所轄委員会の承
諾を得て例会に諮った上、これを取崩すこ
とができる。
（構 成）
第７条 この基金の当初の財産は次のともりとする。
基本財産10,000,000円

① この基金発足時の会員は下記のとおりである。
小泉 正夫
島村
俊
椎名 和司
福岡 芳弘
林
一一
渡辺 芳松
岡田晴一郎
土、屋 亮平
阪田 七郎
岡
茂雄
渡辺福太郎
荻原 昭二
立沢 淳三
小倉
孝
稲葉 八朗

町山高之助
加藤栄八郎
平野
勉
湯浅 戌義
本橋 泰二
大井 好仁
石塚 正一
山田 勝重
関口
宏
川並 弘昭
金田 至弘
坂元健次郎
田中 伸幸
宮本 吉郎
渡辺
昇
付

芹沢忠一郎
冨田 善治
森田
力
永島与三郎
鈴木
凌
中田 明彦
片山 正次
小泉 勝司
平野
正
杉浦
裕
加納 清輝
田中道之助
足立 忠弘
中村
斉
郷田 克郎

福原
勤
佐藤 時雄
浅井 邦弘
柏田 精一
梶原不美雄
大沢 辰夫
今井 定義
安井 克一
但田 武次
高橋 勇夫

則

① この改正は平成22年７月１日から施行する。
第４章 会 計 監 査
（監査人）
第６条 この基金の監査人は、松戸ロータリー・クラブ
会計監査委員長がこれにあたる。

話は変わりますが、私の知人がLEDの照明機材
の設計に携わっております。この商品は、節電対
策及び電気料の節約になるすばらしい商品です。

− ３ −

こんにちは。
大型の台風15号の影響で名
古屋市では避難指示、松戸市
へも大雨洪水暴風警報が発令
されました。夕方に風雨が強
まる予想ですので、ご注意く
ださい。
今日は、松戸RC奨学基金について、太田原会
員から卓話がございますので、詳しくお話しいた
だけると思いますが、被災者の状況によっては奨
学金とは別に社会奉仕として「生活支援」も考え
ていくほうがよいと考えています。
此のことについては、理事会、社会奉仕委員会
などと、検討してまいります。
神社の知織として、たまに尋ねられる社格につ
いてご紹介します。
神社の由緒書に「式内社」とあるのをご存知で
しょうか？
延喜式は平安時代の延喜５月に編纂が始められ
た国家の法制書ですが、その中に「官幣」、
「国幣」
の大小が定められました。そこに載せられている
社をいいます。
「官幣社」と呼びますのは、いわば国が行うお
祭りで幣帛（お供え物）を神祇官がお供えして行
う、「国幣」は幣帛を国司がお供えして行うよう
に定められています。
明治の御代になって歴史や規模などで、もっと
細分されるようになり「官幣大、中、小」「別格
官幣（英霊をおまつりする靖国神社など）」「国幣
大、中、小」「府、県社」「村社」「無格社」とな
りました。千葉県では香取神宮、安房神社が官幣
大社です。
「一宮、二宮」は国司が、赴任した時にお参りす
る順番を表しています。
戦後はなくなりましたが、いまでも社号標等に
彫りこまれ残っております。

が届いております。
３．他クラブ会報・その他
特にありません。
４ 例会変更の連絡
・松戸北ＲＣ
10月11日 は通常例会はなし
10月12日 12分区ロータリー情報研究会に振替
場所 松戸商工会議所 ５Ｆ
時間 14：00〜16：30
・柏ＲＣ
10月18日 〜19日 は移動例会に変更（新潟方面）
５ その他
特にありません。

９月17日に第35回ライラセ
ミナー実行委員会が千葉市民
会館の会議室で行われまし
た。来月17日の実行委員会で
役割分担が発表されます。

会員52名
出席42名
仮欠10名
田中
大川

忠行君
吉美君

鎌倉
平松

安井
山田
山田

克一君
達郎君
達郎君

茂原ＲＣ
茂原ＲＣ
松戸北ＲＣ

本日出席率
１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①例会を欠席される場合に
は事前に事務局までお知
らせ願います。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①「第24回インターアクト国外研修御礼」が届
いております。
②国際ロータリー日本事務局より、10月のロー
タリーレートが届きました。
2011年10月 １ドル=78円。
③「東日本震災復興基金日本委員会からの報告」

義務会員43名
義務会員37名
義務会員 6名

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名

康裕君
徹君

島村
浅井

善行君
利明君
９月15日
９月15日
９月20日

87.50％

小林
登君／９月20日、愛妻の誕生日でした。
すてきな花が届き、愛妻は「私も昔はこの花のよ
うにきれいだったのに！」となげいていました。

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 5,000

累計￥ 293,000

財

当日￥ 3,420

累計￥ 41,194

団BOX

文責／橋口

