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第60巻第 24号 通巻第 2822号

第2849 回 例会

2019 年（平成 31年）4月 2日
12：30点鐘 例会場

2018～2019年度
国際ロータリーテーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー会長  バリー・ラシン
第 2790 地区ガバナー 橋 岡 久太郎
第７グループ
ガバナー補佐 髙 山 義 則

会長 古 川 秀 夫
〃            幹事 並 木 孝 治

東金ロータリークラブ 概要
Togane RC Information

創    立 1959年 9 月 15 日
ＲＩ承認 1959 年 10月 17日
例会日    火曜日 12:30～13:30
例会場    東金商工会館４階

Makeup fee \2,000
WEB   http://www.togane‒rc.jp/
事務所 〒283‒0068

千葉県東金市東岩崎1‒5
東金商工会議所内
TEL    0475‒52‒1101(代)
FAX    050‒3730‒2559
E‒mail info@togane‒rc.jp

Program   

開会宣言・点鐘   

歌

四つのテスト

お食事

幹事報告

委員会報告

ニコニコBOX発表

出席報告

閉会宣言・点鐘

古川 秀夫 会長

「君が代」「奉仕の理想」

並木 孝治 幹事

竹田屋

並木 孝治 幹事

親睦委員会

管理運営委員会

古川 秀夫 会長
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会長挨拶

秋葉 芳秀 前年度会長

先週の１９日（火）に、私と古川会長の
2 人で、プラネット化学研究所の後藤社長
に面談し、東金ＲＣ入会の勧誘に行きまし
た。

熱心に話を聴いていただき、手応えは十
分です。期待できますので、ご報告いたし
ます。

カンボジアの前米山奨学生ナレットから
小学校屋根の修理が終了した旨のメールが
入り、そこに写真が添付されております。
早速、南総国際旅行社が提案して下さった
旅行プランをナレットに送り、検討しても
らいました。５月８日成田発、１２日成田
着の３泊５日の行程です。ナレットの提案
は、９日に小学校訪問、校長先生や子供達
との面会、写真撮影、記念植樹など予定さ
れている非常に良い内容です。翌１０日は
旅行社の提案ではプノンペン市内観光です     
が、ナレットの提案は実兄の結婚式会場の
見学です。私は、せっかくの機会なので、
結婚式レセプションに参加できるか否か、

ナレットに聴いてみます。可能ならばその
ようにしますので、もう少しお待ちくださ
い。

幹事報告

    並木 孝治 幹事

○4 月 20 日の地区協議会出席される方
はよろしくお願いします。

スピーチ

    高山 友二 会員

第 2848 回 例会の記録 <３月 26 日＞
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私は靖国神社崇敬会の会員です。毎月送
られてくる会報に、戦死者の遺書が載って
います。ご紹介しますのは、3 月号の写し
です。

71 年前の昭和 20 年 3 月 29 日、29 歳で
の戦死。当時の私は 19 歳、10 歳年上の先
輩です。

妻への感謝、愛し子への憶い。何時か
の、あのお祭りの夜の思い出。新婚間もな
い二人だけの秘められた思い出。―いやい
や、今はそんな時ではない。俺のことは心
配するな。みな様の多幸を祈ってゐる。と
結ばれ、哀切の情、涙を誘います。

戦争は残酷悲惨なもの、世界が円満、平
和でありますように。

卓話

    冨 一美 米山奨学会委員長

米山事業に対しての疑問について次の８
つほど取り上げてみました。

① 救貧型奨学金 or 人材育成・先行投資
型奨学金 ?

② 選考は公平で 妥当な学生を選んでい
るの ?

大学の推薦は公正に行われているの ?

③ 反日の国からの学生に 何故に奨学
金 ?

④ 世話クラブやカウンセラーは米山を理
解しているの ?

⑤ 寄付金は納得が得られるように使われ
ているの ?

⑥ 学生は奨学金を適正に使っている
の ?

⑦ 元奨学生は 米山奨学金に恩を感じて
いるの ?

⑧ 米山の理事会や事務局は 勝手にや
ってない ???

まず、この 8 つについて問題提起をし
てお応えしてみたいと思います。
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救貧型奨学金 or 人材育成・先行投資型

（知的国際貢献型）奨学金 ?

2002 年 4 月より、「変わる“よねやま”
～新制度」と題された制度改編が実施され
た。前年に行われたロータリアンと大学関
係者への調査結果やその後のフォーラムや
セミナーを経て、事業目的や選考基準にお
いて経済的困窮度よりも、複合的優秀性を
持つ留学生を支援したいとの声が大きく上
回った。

2006 年の制度改編に先立つ基礎調査
においても、事業目的や選考基準に関して
同様の調査結果となった。財団設立当初か
らの事業目的が、2 度の調査で具体的に確
認され、「救貧型奨学金」の役割から「人
材育成（組織、地域、社会、国、世界）の
良きリーダーの育成重視（知的国際貢献
型）」へと舵を切った。

選考は公平で妥当な学生を選んでいるの ？

  毎年７月初旬に、指定校約３０校の学
生課職員の皆さんをお呼びして、新規奨学
生採用学校説明会を開催しております。説
明はロータリーついて、奨学事業の内容、
選考の基準、学内選考での注意点、奨学生
の義務などについて約２時間ほどかけてご
説明を致します。それを受けて、各大学内
で学生課による、選考の説明会を行い推薦
者を決定します。

反日の国からの学生に 何故に奨学金 ？

ロータリー米山奨学金の奨学金募集にお
いて特定の国・地域を排除してはおりませ
ん。豆辞典 p.5、豆辞典 p.27 で案内してい
るとおり、「事業の使命は、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
材を育成することとしております。これ
は、ロータリーの目指す“平和と国際理解
の推進”そのもの」でありまして、「国家」
と「個人・民間」の交流は別であるという
事をご理解いただきたいと思います。ロー
タリーは、国や民族、文化、職業が異なる
世界中の人々が結び合い、国際理解、親
善、平和を推進することを目的としていま
す。米山奨学金も「平和日本」を世界に伝
え、戦後の国際親善に寄与したいという願
いから、日本のロータリアンによって設立
されました。どの国からの奨学生であれ、
日本で学びたいという夢をもって来日をし
ています。国籍で判断せず、また、国家間
の問題を個人に置き換えることなく、一人
でも多くの日本の理解者、日本の友人を作
ることこそが、この米山奨学事業の使命で
あると考えます。

世話クラブやカウンセラーは

米山を理解しているの ？

当地区の世話クラブの委員長様 ならび
にカウンセラー様はベテランの方が多いの
で、十分と行かないまでも 米山を理解し
ていただいている方は多いと思います。但
し、年に２回開催される全国地区委員長セ
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ミナーなどで良く出る話ですが、世話クラ
ブ以外のクラブといいますと ご理解が浅
いクラブが 非常に多いという意見が地区
委員長さんから出ます。

そこでその対処法として、カウンセラー
セミナーですとか、クラブ委員長セミナー
では、プログラムの最後にグループディス
カッションを必ず取り入れさせていただい
ております。

寄付金は

納得が得られるように使われているの ？

寄付金の使途について、ロータリーの友
9 月号の 34 ページの「ロータリー米山奨
学事業の基礎知識 2017-18 年度寄付金の使
途」を取り上げてご説明させていただきま
す。2017-18 年度の寄付金収入は 14 億
3,381 万円（前年度 13 億 7,305 万円）、前
年度から約 6 千万円の増加となりまし
た。

それでは、内訳の内容を見てみましょ
う。収入の方の全体の割合は、普通寄付金
27.5％、特別寄付金 64.7％、配当金 5％、
利子収入 2.8％です。支出の方の全体の割
合は、奨学金 75.1％、諸々の補助費
15.2％、管理費 3.3％、当期正味財産増加
額 6.4％です。このスライドの収入・収支
からもお分かりになります通り、すべての
寄付金は奨学事業以外使用されておりませ
ん。

学生は奨学金を適正に使っているの？

約 2 万人の学友のうち博士号取得者は
3,568 人でございます。

最新の終了生アンケートでは、「経済的
に支えられた」との回答が 95％、奨学生
になって良かった理由は、「時間をかけて
研究できるようになった」「お金にかえら
れない素晴らしい体験ができた」などが挙
げられております。米山奨学金を得たこと
で、アルバイトをせず研究や勉強するため
の時間を手に入れ、熱心に勉学や知見を広
めるための活動に取り組んでいることは、
適正に使われているといえると思います。

元奨学生は

米山奨学金に恩を感じているの ？

世話クラブ・カウンセラー制度が良い記
憶になり、感謝している学友の声が圧倒的
です。直接に感謝を伝えなくても、寄付や
母国への貢献活動を通じて恩返しが実践さ
れております。

2018 年 7 月時点で、米山学友と学友会
からの寄付額は、累計で 3,339 万円、ロー
タリアンになった学友は 2３１人となって
おります。最新の終了生アンケートでは、
全回答者が「奨学生になって良かった」と
回答し、「家族のような温かい応援をもら
った」「研究が忙しくストレスがあった
が、例会だけが癒しで楽しみだった」
「社会貢献の意識が芽生えた」など、奨学
事業の意義が理解されていることを示す回
答を得ております。
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米山の理事会や事務局は

勝手にやってない ？

R 米山記念奨学会は、定款を見ていただ
ければわかるのですが、最高上位委員会の
評議員会があり、その下に理事会、その下
に専門委員会があり、理事は、理事会を構
成し、法令及びこの定款で定めるところに
より、 職務を執行しております。

そして、評議員、理事、専門委員の全員
が、ガバナー経験者です。

そして、事務局はそれらの委員会等の指
示により適正に職務を遂行していただいて
おります。

これからの世界情勢では、国と国との懸
け橋となるような、優秀な人材が果たす役
割はいっそう大きくなっています。米山記
念奨学事業の重要性は、さらに増していく
ことは間違いありません。これまで日本の
ロータリアンが蒔いてきた「平和の種」
を、今後も絶やすことなく、大きな花を咲
かせ続けていくこと、それが我々ロータリ
アンの使命だと思います。今後も、皆さん
で一緒に、この米山奨学事業を盛り上げて
まいりましょう！

吉田克己会員が退会されました(3/31 付 転勤のため)

3 月 26 日

会員数 19 名

出席率 78.95％
コイン BOX       2,077 円

ニコニコ BOX           3,000 円

ニコニコボックス

卓話にお呼びいただいて、ありがとうございま

した

               冨 一美 様

ご奉仕

             岡本秀男 会員


