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昌美 会長

「我らの生業」
♪ソングリーダー 石川 庸

例会

平成 23 年 11 月 30 日

晴れ

３．１２月３日（土）に米山奨学生・学友年末パーティ
ーが開催されます。
当クラブからは牛山会員が出席します。
日時：１２月３日（土） １８：００～
場所：ホテルキャメロットジャパン
４．地区より２０１２年国際ロータリー年次大会へのお
誘いが届いておりますので回覧します。開催地は、
現在水
害で大
変なバ
ンコク
です。今
のとこ
ろ変更

本日の卓話者紹介

増田 昌美 会長

米山奨学委員長

牛山 裕子会員

プログラム委員長

横山 俊夫会員

の予定
はないとのことなので出来るだけ多くの方の参加
をお願いします。
５．ロータリーの友・英語版に川崎ＲＣの奉仕事業であ
るスリランカへの清掃車寄贈の記事が紹介された

会長報告

増田 昌美 会長

１．地区より地区大会参加のお礼状と、財団学友会主催
「音楽の力による復興支援」東日本大震災チャリテ
ィーコンサートのお礼状が届いておりますので報

６．先日行われた草野球グレン＆千杯第８回ロータリー
選抜野球大会の記事が地元の上毛新聞に掲載され
たので報告します。
当クラブの結果は、新潟南ＲＣに１回戦ジャンケン

告させていただきます。
２．ガバナー事務所より先日の「ガバナー公式訪問」の
お礼状が届いておりますので報告させていただき

負けとなってしまいました。次回は頑張ります！
７．１１月１７日付けでロータリー関連の広範囲にわた
り、「元気になろう日本プロジェクト事務局」なる

ます。

川崎大師ロータリークラブ

ので、回覧します。
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名前でサプリメントを購入し収益をロータリー財
団東日本震災復興基金に寄付しようというような
メールが出回っています。
現在、ＲＩに本事務局で調査中ですが、詐欺まが

い の行為なのでだまされないようにお願いします。
８. 当クラブ会員だった東電川崎火力所長の髙野正美
さんからハガキをいただきました。
９月末付けで東電を退社され発電用の燃料調達と
火力原子力発電所の防災、警備の業務を担当する
東電ヒュエル株式会社に勤務することになりまし
た。川崎火力では短い間でしたが大変お世話にな

メークアップ

りありがとうございました。とのことです。

林

鶴・安藤

石川 庸・石渡

賢一・細谷 重徳・竹田 正和・
勝朗・須山

御手洗征郎・鈴木 節夫・谷澤
幹事報告

文夫・牛山 裕子・
幹男

各会員

鈴木 昇二副幹事

１．１２月の例会内容と例会変更の案内をポストに入れ
てありますのでご参照願います。

スマイルレポート(ニコニコボックス)

２．１２月は家族月間です。毎年恒例の年忘れ家族会は

村石

庄作 副会長

１２月２１日（水）にインターコンチネンタル東京

伊藤 佳子会員

ベイで行いますので奮って参加の程よろしくお願

先日の３クラブ合同例会に出席できず誠に申し訳ござ

いします。

いません。また、本日は牛山さんの卓話楽しみにしてお

３．次週１２月７日（水）は第５回クラブ協議会です。

りました。

年次総会並びに次年度役員の発表がありますので

牛山 裕子会員

よろしくお願いします。

本日は、米山奨学に関する卓話をさせて頂きます。よろ

４．新横浜ロータリークラブより「ジャパン・ロータリ
ークラブ

しくお願い致します。

南アフリカツアー」のご案内と｢南アフ

リカ学習支援プロジェクト｣ご支援・語協力のお願

増田 昌美会員

いが届いておりますので回覧します。

久しぶりの「例会」って感じですね。牛山さん、横山さ
ん卓話宜しくお願いします。
竹中 裕彦 会員

出席報告

岩井

通算

茂次 親睦委員長

会員数 対象者 出席
欠席
1885 回
59
52
37
15
1883 回
59
49
29
20
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
11 修正出席率

出席率
71.15
59.18

％

81.63

％

％

遅まきながら草野球報告－第８回選抜大会では１回戦
で新潟南ＲＣと対戦し３－３の同点でじゃんけんとな
り結果４－５で負けちゃいました。ご支援ありがとうご
ざいました
中村 眞治 会員
選抜野球大会出場へのご支援有難うございました
島岡 榮基 会員

川崎大師ロータリークラブ
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牛山会員の卓話を拝聴いたします。
本日のニコニコのテーマ
明日から師走、皆さんお体にご自愛ください。
♪鈴木昇二♪船山昭三♪村石庄作♪水口衛♪谷澤幹男
♪石渡勝朗♪炭谷博功♪坂東保則♪布川二三夫
♪石川庸♪岩井茂次♪横山俊夫
各会員 37000 円
・第８回グレン＆千杯選抜大会は、新潟南ＲＣと対戦し
委員会報告

既報の通りです。ご支援ありがとうございました。

社会奉仕委員会

横山俊夫副委員長

親睦委員会

岩井茂次委員長

・地区補助金事業として「市立学校と共に行う地域環境

・年忘れ家族会の案内。一次締め切りは、１２月７日で

美化・保全活動」の案内。１２月７日(水) 田島養護学

す。奮ってご参加下さい。

校。雨天中止で順延なしです。皆様の出席をお願い致し
ます。
職業奉仕委員会

石渡勝朗職業指導委員長

・川中島中学校の総合学習で職業講和を１２講座予定し
ております。12 月 16 日(金)13 時から 14 時 05 分２年
生の各教室で実施致します。当クラブからは安藤さん、
坂東さん、牛山さん、岩田さん、伊藤さん、鈴木節夫さ
ん、鈴木昇二さんにお話し頂きます。

卓話
米山奨学委員長
プログラム委員長

「米山奨学制度について」
牛山 裕子会員
横山 俊夫会員

牛山裕子 米山奨学委員長
米山奨学制度も近年変わってきていますのでおさら
いをしたいと思います。１９５２年東京クラブに海外か
ら優秀な学生を招いて勉強してもらうとの主旨でスタ
ートしました。最初の奨学生はタイシルクを有名にした
方です。１９６７年高度成長期を迎える頃に文部省が介
入し考え方が変わってきて（財）米山ロータリー記念奨
学会になりました。東南アジアの貧しい学生に勉学の機
会を与えたい、これが皆さんのイメージしているものだ
と思います。２０１０－１１の豆辞典では、対象者は経
済的支援ではなく本当に優秀な人に支援をする方向に
なっています。昔のように生活費に困る奨学生ではなく
なっています。

地区財団委員会

中村眞治未来の夢計画委員

・９月１５日の地区財団セミナーで報告がありました。
パイロット地区があり再来年度よりプロジェクトが変
更になりスタートします。補助金制度もあり当クラブと
しても検討に値すると思います。
草野球同好会

川崎大師ロータリークラブ

中村眞治監督
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寄付については、普通寄付と特別寄付がありますが、

ることもあります。

普通寄付については、当クラブでは５０００円、特別寄

・学友が作ったロータリークラブがありますが、日本に

付は毎年ガバナー方針を反映して当クラブは２０００

もあります。

０円を目標にしていますが、強制ではありません。また、

の説明がありました。

ロータリアン以外でも寄付は可能です。強制ではありま
せんが集まらないと受け入れる奨学生の人数が減るこ
とになります。２００２年まではクラブから奨学生を推
薦できましたが、今では指定校推薦を受け地区の委員会
で決めます。奨学生は国に帰って貢献してもらう建前で
すが、実際は多くの奨学生が日本に残っているのが現状
です。学友中心のクラブができており 2010 年 2 月 11
日創立の東京米山友愛ロータリークラブです。２５名の
会員のうち１９名が学友です。学友がロータリアンにな
っているのが多いのが台湾です。台北東海ロータリーク
ラブと台中文心ロータリークラブです。

東日本大震災に関連してガバナーに「日本の学生を何
年間か期間を限定し奨学生の対象にできないのか」なげ

横山俊夫

プログラム委員長

かけもしています。結論はここではでませんが、現状を

資料Ｑ＆Ａをベースに

先ず認識して来年以降も寄付をして頂きたいと思いま

・
（財）ロータリー米山記念奨学会への寄付には、普通

す。

寄付と特別寄付があります。
・普通寄付を決めるのは、各クラブです。

鈴木昇二

地区米山学友委員より

・特別寄付はロータリー関係者以外からも受け付けられ

昨年度・今年度は財源の取り崩しで対応してきました

ます。

が、来年度は、集まった範囲の財源での事業対応に変わ

・米山奨学会への寄付は、全額が奨学金になります。

ります。

・奨学生に授与される奨学金額は、地域（地区）によっ
て差があります。

卒業後日本にとどまることについては米山学友会の
正式な見解として特に問題ないとのことでした。

・奨学金額（月額）は、学部課程１０万円、大学院課程
１４万円です。
・２００２年以降指定校推薦になり、クラブが米山奨学
生を推薦できません。

次回例会１２月１４日（水）

・日本人には、受給資格がありますが、国内の大学では

「公立学校の魅力と課題」

対象になりません。
・年間に採用される奨学生数は、およそ８００名です。
・事業費は年間およそ１５億円です。

川崎市立富士見中学校校長

青山正彦様

（元川崎大師ＲＣ会員）

・米山奨学生は、卒業後米山学友からロータリアンにな
：クラブ会報委員会：
岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝

川崎大師ロータリークラブ
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