
４月誕生・結婚記念祝い 

会長挨拶 

 

 

 点    鐘   会  長  市原豊彦 

 ソ  ン  グ   「君が代」 

          「奉仕の理想」 

 唱    和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会  長  市原豊彦 

 幹 事 報 告   幹  事  上原広嗣 

 プログラム 

  委嘱状の伝達 

  第一例会につき 結婚・誕生祝い 

  会員卓話 

 

「委嘱状の伝達」 

 奨学生世話クラブ   成田空港南ＲＣ 

 奨学生カウンセラー  土屋俊夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誕生祝」 石井敬二会員 

 

「奥様誕生祝」 野島暉通夫人 チヨ様 

        伊藤元雄夫人 岳代様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」 

第37代会長 

越川 忠会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（令和２年４月２日） 

令和 2年 5月 14日発行 NO.2285 第 2438例会  会長 市原 豊彦   幹事 上原 広嗣   会報委員長 安藤 卓造 

野島会員/市原会長/伊藤会員 

市原会長/土屋会員 



会員卓話 

幹事報告 

理事会報告 

皆さんこんにちは。新型コロナウイルスもこの１ヵ

月あまりで世界的に蔓延してしまいました。経済や

多方面にも悪影響をもたらしております。昨日まで

に、世界では 932,605人が感染し、回復者は 193,177

人にのぼっているそうです。また、日本でも 2,496

人の感染者で、回復者は 472人となっています。他

のロータリーでも 3 月に続き、4 月の例会を休会と

しているクラブも多々あるようです。今後も予断を

許さないと思われますので、私たちも気を付けてい

きましょう。 

 

 

第 10回定例理事会 

日時：令和 2年 4月 2日（木） 午前 11：00～ 

場所：あづま庵 

議題 

第１号議案．３月度会計承認の件 

       承認 

第２号議案．新型コロナによる４月例会実施可否の 

      件 

       ５月７日まで休会 

第３号議案．米山奨学生世話クラブ決定の件 

       カウンセラー 土屋、冨、渡邊 

第４号議案．社会奉仕活動（テント寄贈、ＡＥＤ講 

      習）の件 

       テントは寄贈するが、ＡＥＤは中止 

第５号議案．親睦旅行の件 

       中止 

第６号議案．総部中央ライオンズクラブとの親睦ゴ 

ルフの件 

       中止 

第７号議案．ＲＣ事務所防犯カメラ設置の件 

       承認 

第８号議案．その他 

       災害義捐金はマスク購入に充てる 

 

 

○例会のお知らせ 

・東金ＲＣ・銚子ＲＣ 

・八日市場ＲＣ・大網ＲＣ 

・多古ＲＣ・茂原中央ＲＣ 

○会報受領クラブ 

・八日市場ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・ガバナー月信号外１・２ 

・世界大会（ホノルル）中止のお知らせ 

・ロータリーＮＥＷＳ4月号 

・地区補助金の申請期限延長のお知らせ 

○その他 

・米山奨学生世話クラブ選定（決定） 

 チュルーンバト・ビャンバツェツェグさん 

・ハイライトよねやま 

・4月の Rレートは 1ドル＝108円 

・第 2回会長エレクトセミナー延期のご連絡 

・2020-21年度 R財団奨学生応募に関する対応につ

いて 

・八匝少年少女発明クラブ開講式開催について 

・風の便り 

・地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第 48回年次大会中止のお知らせ 

・RLIパートⅡ再延長のご案内 

・新型コロナウイルス対応の為の補助金の使用につ

いて 

 

 

『米山奨学生を迎えるにあたって』 冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

○米山奨学生の紹介 

 氏名：チュルーンバト ビャンバツェツェグ 

 通称：ビャンバさん 

 性別：女性 

 国籍：モンゴル 

 学校：明海大学 

ロータリアンはどんな疑問を持っている？ 

○米山事業に対しての疑問 

➀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）へと舵を切ったということ。 

→50周年記念誌 P.48、P.53 

➀の続き：救貧型奨学金の役割から人材育成（知的

国際貢献型奨学金）に舵を切ったという事は分かっ

たが、それでも富裕層に奨学金を支給するのは？ 

米山奨学金は「優秀で、将来、日本と母国の懸け橋

になる外国人留学生が対象」であるため、募集要項

において経済的困窮度を応募要件とせず、いわゆる

富裕層、ロータリアンや政府高官の子弟、いずれの

場合も、応募制限をしていないため、合格すれば受

給資格がある。また、圧倒的にアジアからの留学生

採用数が多く、かつて開発途上国と言われた国々が

顕著な経済成長を果たしている現状において、経済

的に困窮していない留学生が増えているとの印象を

持たれている可能性もある。一方で、そもそも経済

的に困窮している学生が、海外留学で特に生活費の

高い日本への留学は困難という現実がある。 

【参考】留学生は、学費を支払い、滞在中の手続き

が滞りなくできる裏付けとして身元保証人を立てて

在留資格を取得し、入国審査を経て、日本で学んで

いる人達です。最低でも、大学に通い、日本で生活

し、帰国旅費を持つ経済力が保証されていなければ

なりません。 

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？） 

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。説明はロータリーについて、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

どについて説明。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。その

後、面接の準備としてガバナーを交え 10 月ごろに

面接官オリエンテーション。続いて 1月の初旬に新

規奨学生（約 40数名）の書類並びに面接選考試験実

施。選考は、全国統一基準の選考基準と当地区の選

考の目安に基づき実施。試験は、受付の時点からス

タート、書類審査、筆記試験、面接試験を含め総勢

10名ほどの担当官で評価表に基づいて採点。翌日に

判定会が行われ、最終的に合格者を決定。面接並び

に判定会にはガバナー、ガバナーノミニーを含む面

接担当官全員参加。判定会には理事・評議員も参加。 

③反日の国からの学生に何故に奨学金？ 

奨学金募集において特定の国・地域を排除していな

い。豆辞典 P.5、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”そのものであり「国

家」と「個人・民間の交流」は別であることをご理

解いただきたい。 

④世話クラブやカウンセラー様は米山を理解してい

るの？ 

当地区の世話クラブ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、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多いと思いますので、カウンセ

ラーセミナーや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していた

だいております。その際に、ベテランの方をテーブ

ルごとに配置させていただいて、十分な意見交換を

していただき、理解を深めていただいております。 

⑤寄付金は納得が得られるように使われているの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各委員会報告 

⑥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。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

げられている。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。 

⑦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。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

が実践されている。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人となっている。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

を示す回答を得ている。このような体験、経験を契

機に米山学友が中心となって、海外で 2つ、衛星ク

ラブ 1つ、国内では 3つのロータリークラブが結成

されている。さらに、米山学友出身のガバナーが韓

国から 1名、台湾から 2名輩出され、学友会は国内

33、海外 9つが組織されるまでとなった。そこには

「報恩」の思いが深く表れています。学友個人や学

友会の活躍や奉仕活動などのニュースを「ハイライ

トよねやま」など広報媒体を通じてお知らせしてい

るので、学友の感謝の思いを定期的に実感いただき

たい。 

⑧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、専門委員のほとんど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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇会長エレクト  小川佐内会員 

4月 29日に地区研修・協議会が開催されます。 

場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

新型コロナウイルスの影響で変更になる場合があり

ますので、その場合はご連絡をしますのでご協力の

程、よろしくお願い致します。 

 

 

 

野島暉通君・伊藤元雄君 

 …奥様お誕生日祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・小林定雄君 

市原豊彦君・小川佐内君・渡邊孝文君・倉石昌治君 

上原広嗣君・金髙盛二君 

 …コロナに負けず頑張りましょう！ 

 

本日計   16,000円 

累 計  634,010円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

例会日 会員数 出席 
出席率に

用いる数 
％ 

4月 2日 29 17 25 68.00 

 


