
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12:30〜13:30［例会場］ホテルモリノ新百合丘  7F TEL:044-966-1300 

第 3・4金曜日 12:30〜13:30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL:044-966-1300 

 

【点 鐘】                 大野会長 

【ソング】            鈴木豊成 SAA 委員 

 四つのテスト 

【ゲスト・ビジター】           大野会長 

○ 

【会長報告】              大野会長 

1. 地区大会委員長より  職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕

委員長各位に地区大会 1日目にすばらしい奉仕活動の事

例がありますので是非出席の要望がきております。  

2. 地区大会 2日目のお手伝いを事務局員にご協力依頼

が来ています。 

3. 地区クラブ奉仕委員長より卓和者ご紹介お願いの件 

4. 『友』インターネット速報 NO402 

   [世界で子供の死亡率が改善]  

5. 横浜港北ロータリークラブより 谷垣雄三先生の読売

国際協力賞受賞記念パーティーの案内がきています。 

次週例会前に臨時理事・役員会をおこないます。 

 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

１．文書着 

 ◆川崎高津R.C 

  平成21年11月11日（水）→7日（土）に変更 

              地区大会に参加のため 

平成21年11月18日（水）→16日（月）に変更 

              移動例会 3クラブ合同例会 

    点鐘：18時30分 

    場所：川崎日航ホテル 

◆川崎日吉R.C 

平成21年11月 5日（月）→７日（土）に変更 

 地区大会に参加 

平成21年11月19日（木）休会 

 

第 844回例会 10月  30日(金) 移動例会 点鐘：18時 30分 場所：シノワーズ 

第 845回例会 11月   7日(土) 移動例会 地区大会へ参加 

 

     

◆川崎マリーンR.C 

平成21年11月 5日（木）→7日（土）に変更 

              地区大会に参加のため 

平成21年11月19日（木）→16日（月）に変更 

              移動例会 3クラブ合同例会 

    点鐘：18時30分 

    場所：川崎日航ホテル 

平成21年12月24日（木）夜間移動例会 

 クリスマス家族会 

  平成21年12月31日（木）休会 

◆川崎稲生R.C 

平成21年10月30日（金）休会 

平成21年11月 6日（金）→７日（土）に変更 

 地区大会に参加 

平成21年12月18日（金）→19日（土）に変更 

 年末家族会ディナークルーズ 

平成21年12月25日（金）休会 

◆横浜田園R.C 

平成21年11月 3日（金）移動例会 青葉区民祭り 

平成21年12月22日（金）クリスマス例会 

場所：青葉台フォーラム 

点鐘：18時 

平成21年12月29日（火）休会 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 843回 例会記録 平成 21年 10 月 23日（金） S.A.A委員長 志村幸男 

      



 

【出席委員会】                山崎委員 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 843回 24 15 9 - 62.50％ 

第 842回 24 15 9 6 87.50％ 

第 841回 24 21 3 3 100％ 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 843回（件数）   合 計 

ニコニコ     13件       ￥13,000 

●当クラブ 

◇大野会長「昨日あざみ RC のチャリティーコンサート

に行ってオペラを聴き癒されてきました」 

◇鈴木幹事「来週は移動例会、シノワーズ 6：30点鐘です」 

◇鈴木憲治会員「米山奨学事業の卓話です。よろしくお

願いします」 

◇山崎会員「先週は皆様のお陰で無事に職場訪問を終え

る事ができました。ありがとうございました」 

◇尾作均会員「先週はお疲れ様でした」 

◇志村会員「七五三のシーズンになりました。お待ちし

ております」 

◇ 梅澤会員「インフルエンザ予防接種をやりました」 

◇ 安藤優会員「先週移動例会、山崎委員長ご苦労様でした」 

◇ 親松会員・河島会員・安藤則雄会員・鈴木豊成会員・花輪会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【卓話】        地区米山奨学委員長 鈴木憲治 

 
 

 ロータリー米山記念奨学事業とは 
〜米山記念奨学事業の意義と感動を伝えよう〜 
 ロータリー米山記念奨学事業は、平和の推進と国際親善
を目的に、全国のロータリアンからの寄付金を財源として、
日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し支援する国際
奨学事業であり、日本のロータリアンの奉仕によって支え
られてきたプログラムです。 

■事業の使命 

 将来、日本と世界とを結ぶ「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
することです。“平和と国際理解の推進”そのものです。 

 

 

 

■日本独自の多地区合同奉仕活動 

 “日本ロータリーの父”米山梅吉氏の遺徳を記念する事

業として 1952年東京 RCが始めた事業が、日本全国のロー

タリークラブの共同事業として発展し、1967年に（財）

ロータリー米山記念奨学会が設立されました。2004年 11

月には、RI理事会においてこの米山奨学事業が日本のロ

ータリーにおける独自の多地区合同奉仕活動であること

が新たに承認されました。 

■なぜ留学生支援なのか？ 

 「今後、日本の生きる道は平和しかない。それを世界に

理解してもらうためには、一人でも多くの留学生を迎え入

れ、信頼関係を築くこと。それこそが日本のロータリーに

最もふさわしい国際事業ではないか」。事業創設の背景に

は、当時のロータリアンのこのような思いがありました。 

それから 60年余りの歳月が流れましたが、この事業の使

命は一貫して不変です。留学生への支援は、未来に向かっ

て平和の懸け橋をかける尊い奉仕活動なのです。 

■日本最大の民間奨学事業 

 最近の年間奨学生数約 800名、事業費約 14億 5,200万

円、今まで支援してきた奨学生は、累計で 15,130人。 

その出身国は、約 120の国・地域に及ぶ。現在、日本にお

ける「助成等事業費上位 100財団」の中で年間助成額第 5

位、特に外国からの留学生支援に限れば助成額第 1位とな

っています。 

■ 世話クラブ・カウンセラー制度 

奨学金による経済的援助だけでなく、ロータリーとの深

い交流と精神的ケアを重視しているのがこの奨学事業の

最大の特徴です。「普通の学生生活では知り得ない日本社

会を体験できた」「ロータリーの奉仕の心に触れて、人間

的に成長できた」など奨学生にはかけがいのない経験とな

ると同時に、支援するロータリアンにとっても、米山記念

奨学事業の意義を実感し理解を深める機会となっています。 

■寄付金はこのように使われます 

頂いた寄付金は、全額奨学事業に関することだけに使わ

れ、管理費支出（米山記念奨学会：理事会・評議委員会等

の費用や、管理部門事務局員の人件費等）は、資産の利子

収入でまかなっています。 

■寄付について 

社会情勢の影響から毎年減り続けていた寄付金は、

2005-06年度に普通寄付金、特別寄付金とも上昇に転じま

した。2007-08年度寄付額の総計は、1,451,904,470円で

あり、一人当たりの平均寄付額は 14,904円でした。2590

地区は、77,270,765円であり一人当たりの平均寄付額は

29,168円で過去最高額でありました。2008-09年度寄付額

の総計は 1,494,117,859円であり、一人当たりの平均寄付

額は 15,758円でした。 

2590地区は 73,287,087円となり、一人当たりの平均寄付額

は 28,683円と 14年連続で地区目標の 25,000円を達成しま

した。奨学生の支援人数は寄付金に応じて決定しますので、

ロータリアン皆様の更なるご支援をお願いします。 

● 米山記念奨学会への寄付金には、税法上の優遇措置が

受けられます（特定公益増進法人） 

● 次ページに続く 

【四つのテスト】               志村会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 河島光男 

  



 

 

 

個人が特別寄付をした場合：特別寄付額—5,000円＝ 

 寄付金控除額 

 法人が特別寄付をした場合：一般の寄付金算入限度額 

 とは別枠で損金算入できます。 

■ 中国に学友会が誕生！！（2009.3.28） 

 今や、国籍別の米山奨学生数及び学友数トップを占め

る中国。国情から正式なロータリークラブも認められて

おらず、米山学友会の設立も永年の課題でありました。

3月 28日に中国在住の学友が手を合わせて「米山記念

奨学会中国学友会」が北京で発足し、日本から板橋敏雄

理事長も出席しました。初代会長には姫軍（ジ・ジュン：

東京臨海 RC）氏が、副会長には張晋岩（チョウ・シン

ガン：鈴鹿西 RC）氏が選任されました。 

■ 米山学友の活躍と恩返しの寄付 

 私たちのお世話した米山学友は、アジアを中心にすで

に 13,687名（15,130名）に達し、それぞれの国で各界

において活躍しています。昨年 4月に第 18代駐日韓国

全権大使に就任した權哲賢（クォン・チョンヒョル：佐

野東 RC）氏は、第 14代の崔相龍（チェ・サンヨン：東

京日本橋 RC・東京城西 RC）に次いで 2人目の元米山記

念奨学生です。 

北京で弁護士事務所を開いている姫軍（ジ・ジュン：東

京臨海 RC）さんからは、今年 2回目の 50万円のご寄付

を頂き大口寄付者となり、今後毎年 50万円の寄付をさ

れると伺っています。 

当地区米山学友会会長代行の韓国の田鎬鎮（ジョン・

ホ・ジン：横浜鶴峰 RC）さんは、2年間支援していただ

いた奨学金360万円を目標に毎月1万円の寄付を続けら

れ、すでに 43万円になりました。この寄付に対して、 

5月 30日に感謝状を板橋敏雄理事長より授与されまし

た。その他大勢の学友からのご寄付が合計 1千万円を超

える額になりました。 

■ 今年の奨学生は 826名（当地区は 44名） 

 今年の奨学生は 826名で、国籍・地域別では中国

（46.4％）韓国（13.2％）台湾（6.3％）の順であり、

アジア全体で 95.7％を占めています。 

当地区の奨学生は、37名の新奨学生と 7名の継続奨学

生の 44名であります。中国 30名、韓国 7名、ネパール

2名、タイ 2名、台湾 1名、英国 1名、イラン 1名とな

ります。 

 

 

 

 

奨学金の種類別は、学部課程 1名、修士課程 33名、 

博士課程 10名であります。 

＊ 現地採用奨学生として、ベトナムからの 3期生 2名 

（修士課程）を当地区で受入れ決定。 

＊ 次年度（2010年度）の奨学生は、43名（新奨学生

37名・継続生 6名）であります。 

 

最後に 

 米山奨学事業は、日本のロータリアンが築きあげた、国

際平和に資する尊い奉仕活動です。 

目に見える国際奉仕活動である米山奨学事業に、更なるご

支援とご協力をお願いします。 

 

■ ビデオにて中国、ネパール、モンゴル、台湾、 

 スーザン各国の学友達の活躍を紹介しました。 


