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西 迫　　哲
常 磐 重 雄
十 亀 健 志
森 住　　等
石 村 哲 也

2016～2017　国際ロータリー会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕するロータリー

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊夫人誕生日
　黄金井康巳君（さつき夫人17日）

＊結婚記念日
　本多正彦君（17日）
　中和信治君（17日）

点鐘　…西迫　哲会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

米山奨学生 神奈川工科大学
ルイ，ツ リン君（マレーシア）

ビジター紹介

米山奨学資金推進委員会 副委員長
笠原又一様（藤沢北RC）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区「新会員の集い」のご案内

平成29年5月20日（土）17：00開演
藤沢商工会館「ミナパーク」会議室

・青少年奉仕月間　リソースのご案内
・2017-18年度地区補助金支給の件
・国際大会　“第2780地区　地区ナイト”のご案内

◎厚木市役所　より
・第8回「県央相模川サミット」六市町村合同クリー

ンキャンペーンへの参加について（御案内）
平成29年5月28日（日）午前7時30分～小雨決行
集合場所 三川合流点河川敷
  または旭町スポーツ広場

◎フィリピン　3860地区シキホール島
　セントラルロータリークラブ2016-17会長　より

・「モリンガ茶を飲んで島の子の支援にご協力
を！！」

◎ロータリー財団親善奨学生　志摩大喜様　より
・演奏会のお知らせ

幹事報告

◎例会変更
・厚木県央RC

5月19日（金）→移動例会　12：30点鐘
荻野運動公園　集会室

委員会報告

◎次年度幹事
1、次年度委員長に来週月曜日迄に事業計画を電子
　で提出のお願い。

第2744回例会（5月9日）☆司会　前島憲司 副SAA

今日の例会（2017 年 5 月 16 日）

「RI奨学生・中満泉さん」
担当：壽永純昭君

次回の例会（2017 年 5 月 23 日）

「雑誌から得た知識（気になる記事を流し読み）」
担当：鈴木茂男君
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2、会員名簿と名簿の確認。訂正の場合は訂正して
　  ください。

◎雑誌広報年史委員会
ロータリーの友⑤

◎クラブ財政委員会
来期の住所録

スマイル

米山奨学資金推進委員会 副委員長
笠原又一様（藤沢北RC）
本日は米山奨学に関する卓話にお呼びいただき有難
うございました。どうぞよろしくお願いいたします。

西迫　哲会長
杉山さん、芳澤さん入会ありがとうございます。共に
素晴らしいロータリーライフを楽しみましょう。
常磐重雄君
ルイさん、初めての例会出席ありがとうございます。
これから2年宜しくお願い致します。
前田賢一君
本日、入会されます東京海上日動火災の芳澤渉さん、
会議の曜日を変更して頂き、例会に出席できるよう
にして頂きました。やる気マンマンですので皆様よ
ろしくお願いします。
米山尚登君
誕生祝ありがとうございます。
芳澤　渉君
伝統と格式高い厚木ロータリークラブへの入会をご
承認いただき有難うございます。前任の松原の分ま
で足しげく活動に参加させて頂きたいと思います。
今後のご支援、ご指導をよろしくお願い致します。
米山奨学カウンセラー 丸田隆弘君
ルイツリンさんようこそ厚木ロータリークラブへ。
初めての例会で勝手がわからないと思いますが、み
んな優しいお兄さんですので、徐々に慣れていって
くださいね。

壽永純昭君
藤沢北RC笠原先輩。ご多忙の中ようこそ厚木へお越
しいただきました。本日の卓話よろしくお願いしま
す。
本多正彦君
浜銀の杉山支店長殿、東京マリンの芳澤様、御入会お
めでとうございます。ご活躍を期待します。
栗原良幸君
米山奨学資金推進委員会 副委員長 笠原又一様、本日
の卓話、宜しくお願い申し上げます。
井上　聡君
先日は家内の誕生祝いのお花をありがとうございま
した。部屋が明るくなる素敵な花に家内も喜んでい
ました。本日は所用のため早めに失礼いたします。
髙橋伸一郎君
入会の御祝いありがとうございます。
石村哲也君
事業所開設のお祝ありがとうございます。新学期の
時期が終わりやっと通常業務にもどりました。ご迷
惑をおかけしました。
西嶌洋一君
所用のため早退致します。

今日のお花

バラ（壽永純昭君）

例会 「青少年奉仕月間」

担当：新世代奉仕委員長 栗原良幸君
講師：米山奨学資金推進委員会 副委員長 笠原又一様

本日は伝統ある厚木RCにお招きいただき卓話をさせて頂けま
すことは大変光栄に存じます。卓話のテーマとして、「米山奨学事
業の基本的事項と米山奨学の奨学生を受け入れるクラブとしての
基本的な心構え」という題目で頂いております。

本来であれば、米山奨学事業に関しては「ロータリー米山記念奨
学会」の方にお話しいただく方がより詳細に内容をご教示頂ける
と思います。また「奨学生を受け入れる心構え」に関しましては、厚
木ロータリークラブにおかれましては過去より多くの奨学生を受
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け入れられており、米山奨学個人寄付金も当地区で高位の順位の寄付高になっております。また寄付者率も最
も高い順位であることから十分米山奨学に関してご理解を頂いているクラブと存じます。

従いまして、むしろ私の方からお教えを請いたいところですが、佐久間博一米山奨学・学友委員長からのご
指示がございまして、わずかな経験と知識ですが私の知る限りのお話をさせて頂きたく存じます。

以下すべての内容を記載しますと冗長になりますのでこれからお話させていただく卓話の要点のみをここ
には掲載させていただきます。

その１　米山奨学事業の基本的事項
1．米山奨学制度の発端

東京RCの時期の米山梅吉の私費による留学生支援が発端になっています。本人は口外しませんでした
が、支援を受けた学生からの報告で功績が判明しました。

2．真の貢献者は
米山の意思と将来性にロータリーの奉仕の精神とを結合し継承したのが古澤丈作です。
米山が逝去された後に古澤が留学生支援の奨学制度「米山基金」の土台を作りました。
従いまして米山梅吉は米山奨学制度のことは知りません。
全国的な米山奨学委員会が結成される前年に古澤も逝去されたため、古澤も米山奨学制度が現在のよう
に発展したことは知ることができませんでした。

3．どのように運営されているか
資金は全て寄付金　特別寄付金で運営されています。
その為寄付金が少ない場合は奨学生の支援員数を縮小しなければなりません。
昨年度の寄付金は約15億7千万円（普通寄付4億2千万円、特別寄付11億5千万円）

4．その規模は
昨年度末で累積支援人数　約19,200人。　124か国になります。

5．他の奨学制度と比べた特徴
カウンセラー制度と、クラブでの受入れ対応があることが他に類を見ない特徴です。

6．学生はどのように選抜されるか
指定校制度で地区の大学から推薦され、ガバナーを交えた米山奨学委員会が選考試験行って選抜されま
す。指定校には米山奨学・学友委員会で説明も行っています。またホームページにも米山奨学制度が紹介
されています。

7．支援した学生はどのように活躍しているか
パンフレット、ホームページなどで活躍している状況が報告されています。
米山学友会の活動もあります。これは奨学生及び卒業生の組織する会（日本33）で、イベントを企画し地
区や世話クラブなど交流を続けています。また海外（韓国、台湾、中国、ネパール、モンゴル、タイ、スリラン
カ）では、日本のロータリーとの絆を深める奉仕活動などを行っています。

その２　受入れクラブとして望ましい姿
米山梅吉の意思とそれをロータリークラブの全国組織とした古澤丈作及びその継承者の基本的な目的は、
・勉学、または研究のために来日し、大学等教育機関に在籍する外国人留学生に対して奨学金を支給し、

よってロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与することです。
・要するに政治的・宗教的あるいは時代的な環境条件などによって異なる各国の学生が日本に留学する

機会に、日本という国を理解し平和構築に寄与することを期待して支援することになります。
従いまして、受入れクラブ並びにカウンセラーに求められる心構えは上記目的を達成するための対応と
いうことになります。

その３　受入れクラブ及びカウンセラーにはどのようなことが求められているか
ロータリー米山記念奨学会から次のような事項を実行することを推奨されています。
1．月一回の例会への参加
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奨学生がクラブと接触することで多くの方々との親交を深め互いに啓発し合うことができます。
2．奨学金は手渡し

寄付金は皆さんの気持ちであることを奨学生に認識していただくためです。
ロータリークラブは単なる奨学資金の提供団体ではないことを留学生に認識していただくことが大事で
す。

3．カウンセラーの役目
奨学生の相談相手と同時にクラブと奨学生のつなぎ役で大事な役目です。
他クラブのカウンセラーや米山奨学委員会とも情報交換をされることをお勧めします。

4．奨学生のレポートとカウンセラーの所見
奨学生は２回レポートを提出します。　カウンセラーは客観的に評価し励ますことが大事です。悩みや
行き詰まりはないか見てあげることが重要です。

5．卓話など近隣クラブに紹介
奨学生が多くのロータリアンと知合いになる点と奨学生の意義を他のクラブにも広めるために意味があ
ります。積極的に卓話等に参加させてください。

6．クラブの会員が米山奨学学友会のイベントに参加する
奨学生は学友会のメンバーです。
学友会では江の島クリーン清掃や国際交流会を毎年開催しておりますのでこれにクラブの方が一緒に参
加すると、多くの来日奨学生とも交流することができます。 

7．ロータリーの基本教育を行う
カウンセラーまたは会長・幹事その他の役員がロータリーの内容について機会を見まして教えてくださ
い。単なる学資を提供する団体ではないことを理解していただく非常に良い機会となります。米山奨学生
がロータリアンになった事例もあります。

8．指導教員と交流をもつ
学校を訪問して指導の先生のお話を伺うことや、先生に卓話をしていただくなどは非常に有益です。
今後も良い学生を選定して頂くことからも指導教員との連携をはかることも大事です。

9.奨学生を通じて出身国の内情が判る
TVや新聞では紹介されない事情を知ることもできます。
すべてではありませんが国民性や慣習などを理解する非常に良い機会にもなります。

10.奨学生の出身国の慣習に敬意を払う
政治・宗教の話題で論議することは余程でない限り避けた方が無難です。

11.就学期間終了後の交流
これから出世し大任を果たすためには奨学生もキャリアを積む時間が必要です。
交流を絶やさずに待ってあげてください。
地道に研鑽を積んでいる卒業生も居られるし、すぐに社会的なスポット浴びるような境遇の方もいます。
大成するには時間がかかります。

12．リスクマネージメント、クライシスマネージメント、ハラスメントに注意
とくに、災害・事故・その他パワハラ・セクハラ等の防止が近時重要視されて来ました。
災害時に奨学生の安否を確認できるように緊急連絡方法を確立してください。
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新会員紹介

ふ り が な よしざわ わたる
氏 名 芳澤　渉君
生 年 月 日 昭和42年7月13日（49歳）
事業所住所 厚木市中町 2-8-13
推 薦 者 前田賢一君
勤 務 先 東京海上日動火災保険㈱ 職業分類 総合保険
趣味・特技 読書、テニス、スポーツ全般、子育て
所属委員会 クラブ管理運営

ふ り が な すぎやま まさひこ
氏 名 杉山 雅彦君
生 年 月 日 昭和38年7月29日（53歳）
事業所住所 厚木市中町 2-2-1
推 薦 者 小林　透君
勤 務 先 ㈱横浜銀行　厚木支店 職業分類 商業銀行
趣味・特技 ゴルフ
所属委員会 クラブ管理運営

出席報告　＜会員 43 名、出席対象 40 名＞

4 月 18 日例会　　確定出席率 83.78％ 5 月 9 日例会　　出席 38 名　欠席 2 名　出席率 95.00％
＜事後メイク＞
　井上　聡君（4月20日／海老名欅RC）

＜欠席＞
　髙橋　宏君・杉山雅彦君


