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第 2066 回例会　2020.10. ８　雨　司会　松本会員

　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：27 名（25 名）中　19 名　76.00％

　欠席：伊東・平山・大原・長野・鯨井・輪湖・斉藤（英）・斉藤（守）（相澤・柴田）各会員

遠田会長挨拶・司会の松本会員

例会会場の様子

本日の卓話「米山月間に因んで」山口会員
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遠田会長

　皆様こんにちは。枯れ葉散り落葉舞う候となり秋も深まって来ました。前線と台風 14 号の影響で冷たい

雨の週末となるようです。肌寒い日が続くようですので体調管理十分お気を付け下さい。さてアメリカの

トランプ大統領が新型コロナウィルスに感染し周辺にも感染拡大しているとのニュースが報じられました。

“ウィルスの危険性を過小評価している。”などと批判の声が上がっている（ニューヨークタイムズ）大統領

選のこともあるようですが３日で退院完治はしていないとのことですが？一方日本では、プロ野球パリーグ

千葉ロッテマリーンズで主力選手を含む 13 人が新型コロナウィルスに感染したとの発表がありました。首

位ソフトバンクと優勝争いをしているのに何ということでしょう。岡田さん大家さん鈴木さん大いに気がも

めることでしょう。若手に期待して頑張って勢力をはね返してもらいたいですね。さて今月は米山月間とい

うことで本日は山口会員に卓話いただきます。米山記念奨学会への理解を大いに深めてもらいたく思います。

よろしくお願い致します。

中村幹事

１．10 月のロータリーレートは１ドル 105 円です。

２．ガバナーノミニー・デジグネート（2023 ～ 24 年度ガバナー）回覧します

　　氏名：鵜沢　和広君　　

　　ロータリー歴：千葉若潮ロータリークラブ

３．2021 ～ 22 年度　地区主要会議日程のお知らせ

　　・2021 年３月６日（土） 第１回会長エレクトセミナー

 場所：三井ガーデンホテル千葉　13：00 ～ 17：00

　　・2021 年３月27 日（土） 第２回会長エレクトセミナー

　 場所：三井ガーデンホテル千葉　９：00 ～ 18：00

　　・2021 年４月25 日（日） 地区研修・協議会

 場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　９：00 ～ 17：00

 ※各クラブ委員長など

　　・2021 年10 月30 日（土） 地区大会

 第１日目　アパホテル＆リゾート東京ベイ

 　　　　　13：00 ～ 17：00　（会長・幹事）

　　　　　　 10 月31 日（日）　　 ２日目  アパホテル＆リゾート東京ベイ

 　　　　　９：00 ～ 17：00

４．例会場変更について：船橋南 RC

　　９月より市川市にあります栃木家に変更になりました。

　　場所：市川市市川１－ 24 －５　

　　メークアップにお越しの際は例会３日前までに幹事大島へ連絡ください。

　　◎電話：090 － 9143 － 8654

５．地区財団委員会より９月分の MCR レポートを配信いたします。回覧

「回覧」　ふなばし国際交流協会ニュース 74 号

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　SAA　水庫会員　クロスウエーブ入り口にて体温の自動測定を実施しています

　　　　　　　　　 コロナ感染防止にご協力をお願いします。

　　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「米山月間に因んで」　 山口　習明　　

　ロータリーの特別月間は毎月ありますが 10 月は「経済と地域社会の発展月間」であります。日本独自の

強調月間は９月の「ロータリーの友月間」それと 10 月の「米山月間」があります。それに伴いまして、米

山記念奨学会委員会の平山雄一委員長に成り代わりまして，不肖山口が卓話をさせていただきます。

米山記念奨学事業について

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、1946 年（昭和 21 年）４月 28 日に逝去された米山梅吉翁の

死を悼み、東京ロータリークラブが翁の偉大な功績をたたえクラブ内で創設した基金です。その後、日本全

国のロータリークラブ或いはロータリアンから寄付の申し出があり 1953 年「米山基金」として正式に発足、

1967 年「財団法人ロータリー米山記念奨学会」に発展し、現在は公益財団法人の認可を持つ日本最大の奨

学金制度に発展しました。

　日本の 34 地区にある全ロータリーが共同で運営する奨学財団事業で、日本国内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を行っています。

　事業の使命は、将来日本と母国とを結ぶ懸け橋となり国際人として活躍し、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。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、その後日

本で最初の「多地区合同プログラム」へと発展しました。

　米山記念奨学会には他の奨学金制度にはない「世話クラブとカウンセラー制度」があります。奨学生は毎

月世話クラブの例会に出席し奨学金を受け取ると同時に世話クラブに対し活動報告を行います。自己の都合

で預金口座に振り込んで欲しいと依頼されても、振り込みは不可能で，必ず例会場で手渡しすることになっ

ています。クラブの例会に出席することでカウンセラーだけでなく一般会員と交流し。ロータリーを理解し

てもらうという狙いがあります。

　年間の奨学生採用数は約 800 人を超え事業費も 12 億円を超えています。第 2790 地区では会員一人あたり

15,000 円以上（2020 年度目標）の寄付をお願いしています。

　米山記念奨学会本部は３年前の地区からの寄付額に応じて各地区に割り当てる奨学生の人数を決めていま

す。地区への配分人数の決め方は、全体採用人数の 50％を地区寄付金総額の高い順に割り当てます。さら

に全体の採用数の 30％を地区ごとの個人寄付額の平均値の高い順に割り当てます。残りの 20％のうち 10％

は地区で応募資格のある留学生数に割り当て、最後の 10％は米山記念奨学会への特別寄付額の多い地区順

に割り当てます。

　当区では配分された枠内で推薦を受けた留学生の中から選考試験を実施しています。

　米山記念奨学事業は、国際ロータリーから認められた日本のロータリー全地区による多地区合同活動と

なっております。

なぜ、外国人留学生を支援するのか？

　この事業は 1952 年、東京ロータリークラブが発表した「米山基金」に始まります。



　日本のロータリーの創始者である故米山梅吉氏の生前の功績を讃え、後世まで残るような有意義な事業を

行いたい。

　東京 RC が設立したのは海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学金事業でした。その背景

には、二度と戦争の悲劇を繰り返さないため“平和日本”を世界に伝え、国際親善と世界平和に寄与したい

という戦後のロータリアンたちの強い願いでした。

米山奨学生の人数

　2020 年度：全国で 883 名　2790 地区　2020 年度：24 名　2021 年度：28 名

　今までの累計　全国で 21,735 名　2790 地区 704 名

　国別累計　１位：中国 7,406 名　２位：韓国 4,592 名　３位：台湾 3,527 名　４位：ベトナム 1,149 名

　　　　　　５位：マレーシア 1,007 名

　　　　　　 以上ベストファイブで 129 の国と地域から奨学生を受け入れています。

　因みに奨学生第１号はタイ国のソムチャド君が来日しています。

　当初は東京 RC の関係会社よりの募金された約 260 万円によってスタートされました。

奨学金プログラム

　

　当クラブの米山奨学生は 12 名で、お世話した年数は 15 年間です。

　カウセラー経験者は９名です。複数年の会員もいます（経済的に貧しい日本人も 2020 年４月から低所得

者層の学生も需給できるようになりました：豆辞典による）



寄付金の状況

　当クラブの累計寄付金は 37,948,351 円となっています。

　2790 地区では１位は成田 RC： 71,544,000 円　

　　　　　　　 ２位は新千葉 RC： 59,998,000 円

　　　　　　　 ３位は成田コスモポリタン RC： 49,999,000 円

　当クラブは地区内 82 クラブ中、創立は 52 番目です。寄付順位は地区 11 番目であり、あの地区内創立１

番目の千葉 RC が 37,666,118 円ですので、非常に成績が良いクラブです。自慢してください！

　これも会員の熱意、志の高さ、他クラブにはないと思われる個人別の銀行通帳のお陰です。今後ともご理

解ご支援をお願い申し上げます。

　米山奨学会の寄付は寄付金控除の対処です。（Ｒ財団への寄付も同じ）

　米山記念奨学会の財産は基本財産として 50 億円、奨学金特別積立財産 41 億円あります。

なぜ寄付をしているのか？

　1991 年（平成３年）７月４日入会　42 歳　紹介者　野中邦彦さん　習志野機材の社長

　入会当初は欠席が続いた時期に、野中さんからいろいろ注意された中で、「クラブを辞めるならロータリー

財団と米山へ寄付をしてからにしろ」と言われましたので、どのようにしようか思案しました。

　当時、ロータリー財団は 1000 ドル（今と同じ）米山は 30 万円で功労者になれました。

　毎月１万円をクラブ寄付口座に（京葉銀行）に自動引き落としの手続きをしました。

　ポールハリス・フェローは1993年５月（２年間）・米山は1994年９月（３年間）で達成することが出来ました。

　当時子供が３人、中－・高・大学と私立に行っていましたので、結構厳しかったです。

　その間、クラブにトップリと浸かってしまいました。

ロータリーの標語

　「超我の奉仕」　　「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

　ロータリー財団・米山記念奨学会・希望の風奨学金へ徳を積むため今後も少なからず寄付をしていきます。

　ご静聴ありがとうございました。

・卓話をさせていただきました。平山委員長に成り代わりまして。 山口　習明

・山口会員の“よねやま月間に因んで”平山委員長に代って卓話に感謝、メジャードナーに至るまでの卓話

ありがとうございました。鳩のお話も。 遠田　　毅

・「米山月間に因んで」卓話ありがとうございました。平山米山委員長になり代わりお礼を申し上げます。

 山﨑　新一

・所要の為早退致します。さて本日試合があれば、市立習志野高校古谷投手（20 歳）の初登板です。マリー

ンズ。コロナに負けるな！ 大家　浩明

・山口会員、米山奨学会の内容を改めて勉強になりました。 松本　　健

・山口会員、本日は「米山月間に因んで」の卓話をありがとうございました。米山奨学金の制度ができた背

景や奨学生へのリスク対応などとても勉強になりました。 水庫　直子



・台風もコロナも早く過ぎ去ってほしいです。来客の為、早退します。 鈴木　恭浩

・山口会員、密度の濃い卓越したリサーチ力に基づく卓話ありがとうございました、勉強になりました。

 佐々木隆幸

・米山月間に因んで、山口会員の卓話ありがとうございました。 織戸　　豊

・山口会員、本日の卓話大変勉強になりました。ありがとうございます。 吉岡　　剛

・織戸様、素敵なヘレンドのボンボン入れをいただきありがとうございました。手描の作品で身に余るお品

です。奥様、亜実ちゃんにも宜しくお伝えください。一生大切にさせて頂きます。 事務局　西川　典子

・鈴木会員の千葉県税理士会副会長就任を祝して、RC 次年度会長とダブル会長と大変でしょうがよろしく

お願い申し上げます。 遠田　　毅

・アンケートのご協力ありがとうございます。11 ／ 19　発売のワイン、今年の新種でヴォジョレーヌーボー

と言いますが、世界中で発売されてます。今年は織戸さんに注文します。 藤井　仁毅

次週予告　10 月 15 日（木）　場所：クロスウェーブ船橋

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月８日　14,000 円 累計　306,000 円

10月15日（木）　通常例会

　　22日（木）　通常例会

　　29日（木）　休会

11月５日（木）　

　　12日（木）　

　　19日（木）　

週報今週の担当　　　山　﨑

10・11 月のプログラム


