
 

 

Weekly Report  
 ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974 

第 210８例会 

     2022 年 １０月３日(月) 第１０ 回       

●司  会 ＳＡＡ 早川 正倫 君 

●点  鐘 会長   山内 佳紀 君 

●斉 唱   「君が代」「四つのテスト」 

 ●例会行事 入会式 

         大河 裕之 君 

 

卓話  

        大橋さなえ 地区米山記念奨学委員会

委員 

        卓話者 2017-18 年度米山奨学生  

            郭 岩松様（学友） 

   「世界のラストワンマイル最適化 

に挑戦」 

 

   マルチプルポールハリスフェロー表彰 

    

 

     会長挨拶           

名古屋空港ロータリークラブ会長 山内 佳紀 君 

 
 

 

皆さんこんにちは。 

今日から受付に募金箱を設置しておりますが、ロータリ

ー希望の風奨学金の支援要請が来ております。昨年もご協

力頂いておりますが、希望の風奨学金とは 2011 年の東日

本大震災によって両親または片親をなくしてしまった子供

への奨学金制度です。 

今年度もご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

今月は米山月間となっております。さきほどご紹介にあ

りましたように地区米山記念奨学委員会委員（名古屋名南

RC）大橋さなえ様のご紹介で、名古屋西ロータリー所属の

米山奨学生学友郭岩松様から卓話を頂くことになっており

ます。よろしくお願いいたします。また今日は第一例会で

すので、各種祝福行事があります。大河裕之君の入会式も

あります。行事、盛沢山となっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

さてあらためてロータリー米山記念奨学会をご紹介しま

すと、勉学・研究を志して日本に在留している外国人留学

生に対し、日本全国のロータリーアンの寄付金を財源とし

て、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。その目

的は将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍す

る優秀な留学生を奨学することであり、 

優秀とは①学業に対する熱意や優秀性はもちろんのこと、

②異文化理解③コミュニケーション能力への意欲や能力に

優れている点が含まれます。現在米山奨学生の採用数は、

年間約 900 人。 

国際奨学団体としては事業規模・採用数とも、日本国内

では民間最大です。その特色としては奨学金による経済的

な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話クラブと

カウンセラー制度による心の通った支援があります。 

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して日

本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を

育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持

に貢献する人となることが期待されています。 

以上、米山月間にちなみ米山記念奨学会の内容について

ご紹介させていただきました。 

 

 

 



            出席報告           

●出席報告 （松井 ゆか 君） 

 

●ニコニコボックス報告（大野 和宏 君） 

 

本日は卓話を致します。よろしくお願い致します。 

地区米山記念奨学会委員会 大橋さなえ委員 

地区米山記念奨学委員会委員 大橋さなえ様、米山奨学生

学友 郭 岩松様 本日はよろしくお願い致します。 

山内 佳紀 君 

大河裕之君 入会おめでとうございます。 

米山学友の郭 岩松さん 卓話よろしくお願いします。 

入谷 宏典 君 

地区米山委員会 卓話よろしくお願いします。 

                   高山 光雄 君 

地区米山記念奨学委員会 大橋さなえ様 学友 郭岩松様 

本日卓話よろしくお願いします。 

                   稲熊 正徳 君 

米山記念奨学委員会委員 大橋さなえさんと米山奨学生 

郭 岩松さんのご来訪ありがとうございます。 

                   串田 正克 君 

大河さんが入会されます。よろしくお願いします。 

川口 直也 君 

大河さん 入会おめでとうございます。 

伊東 由之 君 

大河君の入会をお祝いします。一緒に活動しましょう。 

金井 和治 君 

大河裕之君 入会おめでとうございます。 

近藤 和彦 君 

大河裕之君 入会おめでとうございます。 

                   田邊 雅彦 君 

アテンダンスを祝っていただいて。 

                   鈴木 恵一 君 

結婚記念日を祝って頂きありがとう。 

                   太田 哲郎 君 

結婚記念日を祝っていただいて。 

                   内海 辰巳 君 

結婚記念日を祝っていただいて。 

                   中林 正人 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

安江 寛二 君 

今日も元気で。 

                   山田 幹雄 君 

元気で感謝です。 

                   菅沼 智大 君 

 

                  

 
 

 
 

 

 
大河 裕之 君 

 

 

 

 
大橋さなえ 地区米山記念奨学委員会委員 

   卓話者 2017-18 年度米山奨学生  

   （名古屋西ロータリークラブ） 

       郭 岩松様（学友） 

「世界のラストワンマイル最適化に挑戦」 

 

会員数 48 出席率 92.11 ％
出席義務者 23 出席義務者 3
出席免除者 12 出席免除者 10
出席合計 35 欠席合計 13

本日の例会

出
席
者

欠
席
者

原田　好展 君 安川　正勝 君 真城　壮司 君
國田武二郎 君 前田　幹太 君 阿萬　裕子 君
山北　秀和 君 早川　正倫 君 松井　ゆか 君
照井　通夫 君 大野　和宏 君 田中　秀典 君
稲吉　將秀 君 伊藤　康司 君 北園　守生 君
武田　英昭 君

本日の協力 34 名 69,000    円
本年度の協力累計 564,000 円



 
 

「ブラックホール研究から物流スタートアップへ 

の挑戦」 

名古屋西ロータリークラブ 2017年奨学生 

郭岩松 Guo Yansong 様 

 

自己紹介 

■ 1992 年 中国吉林省出身です 

■ 2011 年 名古屋大学 理学部入学 2015 年学部

卒業 

■ 2016 年 名古屋西ロータリークラブ奨学生とし

て採択いただきました 

■ 2017 年 名古屋大学 理学研究科 素粒子宇宙物

理学 修士 卒業 

■ 2017 年 名古屋大学 理学研究科 素粒子宇宙物

理学 博士在学中 

■ 2018 年 株式会社オプティマインドを共同創業

者として創業、就職 

 

 

 

 

ブラックホール研究n スター 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

最後に米山奨学生に採択していただいてからたくさんの

ロータリアンと交流ができ、日本社会で必要な知識や文化

を学ぶことができる貴重な機会をいただきました。 

誠にありがとうございました。 

社会人として、これからも夢に向かって一生懸命努力し

て参りたいと思います。 

また、ロータリアンの奉仕精神を継承し世界平和に貢献

していきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

ロータリー米山記念奨学会豆辞典より

 

 
10 月のアテンダンス表彰 

  

 

 
9 月のニコニコボックス最高協力賞 

 

 

 
10 月 結婚記念日 

 

 



 

 
金井 和治 君 （4 回目） 

 

 

 

 

日時：2022 年 10 月 3 日（月）11：30～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル・17Ｆ「パイン」 

進行：入谷幹事 

 

山内会長挨拶  

皆さんおはようございます。今年もあと 3 か月となりまし

た。10 月は気象学的季節では 9 月～11 月は秋ですが、

太陰太陽暦による伝統的季節で 1 年を区切りますと 10 月

は冬ということでその前半が立冬ということですが、立冬

の説明として「冬の気配が感じられる」という説明があり

ます。 

最近の地球温暖化・気候変動もあり、まだまだ暑い状況が

続いています。早く秋らしく涼しくなることを願っていま

す。さて今月は審議・協議議案がありますので、ご審議・

ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

【議題】 

【報告事項】  

① 10・11 月例会行事について                      

金井副会長 

金井副会長より資料に基づき説明 

② 大河 裕之 君 入会式について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

会員の皆さんのご承認を頂き、会費の納入も確認しま

したので本日入会式を行います。 

③ 青森県大雨災害義捐金について 

入谷幹事より説明 皆さんから\41,000 の義援金を

お預かりし振込をさせて頂きました。 

④ ９/6 開催 豊山町地区補助金補助事業について 

入谷幹事より説明 

当クラブより 12 名が参加し無事終了致しました。 

⑤ その他 

入谷幹事より説明 次週よりネクタイ・ブレザー着用

でお願いします。 

中林理事より 例会に来訪者がいらした場合は特に接

遇に気を付けて欲しい。 

例会マナーの向上に努めて欲しい。 

例会のメークアップについて地区からは自主性に任せ

る、と云う回答が来ました。 

山内会長 

地区からはメークアップは強制しない、と云う事と 

聞いている。 

中林理事 

   内規を設けるなり検討をしても良いのではないか。 

稲熊公共イメージ委員長 防犯カメラ設置推進地区と

云うポスターが地区から 6 枚頂いたので豊山町にどこ

か設置できないか打診中です。 

【審議事項】  

① 秋の家族会（松本空港 RC35 周年記念式典参加兼ね

る）の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 全員賛成にて承認 

② 稲熊正徳会員の出席免除願い承認の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 全員賛成にて承認 

③ 山北秀和会員の出席免除願い承認の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 全員賛成にて承認 

【協議事項】 

① 年末家族会（12 月 12 日（月） ）夜間例会の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 開催内容について

は調整しますが、夜間例会を実施する方向で宜しい

でしょうか。夜間例会開催については承認 

【依頼事項】 

① ロータリー希望の風奨学金への支援について                  

10 月 3 日(月)例会受付にて募金箱を設置

10/3(月)～ 

入谷幹事より資料に基づき説明 本日より設置します、

ご協力をお願いします。 

② 2022 年度 第 1 回 地区研修・協議会企画委員会 

10/4（火） 

ガバナー事務所会議室 開始 15：00－終了 17：00 

出席予定者：中林 地区研修・協議会実行委員長／内海 

地区研修・協議会実行副委員長／入谷幹事 

入谷幹事より資料に基づき説明 開催致しますのでご

出席をお願いします。 

③ 2022-23 年度 RI2760 地区「ロータリー女性の集い

PARTⅠ」  10/13(木) 

   名鉄グランドホテル 11 階「柏の間」（受付 10：30

～）開始 11：00－終了 14：00 

出席予定者：山内会長 

入谷幹事より資料に基づき説明  

④ 2022-23 年度 東尾張分区 IM フォーラムパネラ—事

前ディスカッション  10/14(金) 

岩倉市生涯学習センター会議室 3,4 開始 18：00～ 

出席予定者：伊藤康司 副幹事／松井ゆか クラブ奉仕

委員会委員 



入谷幹事より資料に基づき説明 伊藤副幹事、松井ゆ

か君は出席をお願いします。 

⑤ 第 2 回資金推進委員会 14：00－15：30                

10/14(金) 

ロータリー財団委員会 全委員研修会  

15：30－17：30【同時開催】 

ガバナー事務所 会議室 

出席予定者：安江寛二 地区資金推進委員 

入谷幹事より資料に基づき説明 

⑥ 米山カウンセラー研修会                       

10/20(木) 

ホテルメルパルク名古屋（受付 13：30～） 

開始 14：00－終了 16：30 

出席予定者：安川正勝 米山カウンセラー 

入谷幹事より資料に基づき説明 

⑦ 2022-23 年度 第 12 期「2760 地区 RLI 会長エレ

クト研修」パートⅠ    10/23(日) 

ウィンク愛知 開始 9：30－16：00 

出席予定者：阿萬 祐子 会長エレクト  

入谷幹事より資料に基づき説明   

⑧ ガバナー公式訪問 （ホスト：春日井 RC）               

10/28(金) 

IAC 連絡協議会 同日 13：50～（ホスト：名古屋空

港 RC）【同時開催】 

出席予定者：山内会長／入谷幹事／阿萬会長エレクト

／伊藤副幹事／安江青少年奉仕委員長 

  入谷幹事より資料に基づき説明合同例会終了後開催致

しますので出席をお願いします。 

⑨ 2022-23 年度 地区大会                        

11/12・13 

大会 1 日目（11 月 12 日(土) 名古屋観光ホテル 

出席予定者：山内会長／入谷幹事 

大会 2 日目（11 月 13 日(日) 愛知県国際展示会 

出席予定者：役員理事／入会 3 年未満会員 

入谷幹事より資料に基づき説明  

⑩ マカティウエスト RC 周年記念式典                  

11/25・26 

真城国際奉仕委員長より説明 招待の案内が届きまし

た、コロナ禍での対応を含めて来訪の仕方について

近々にまとめてご報告致します。 

 

【次回開催日時・場所の決定】 

  日時：2022 年 11 月 7 日（月）11：30～ 

  場所：名古屋マリオットアソシアホテル １７階「楠」 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


