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2021-2022年度 シェカール・メータＲＩ会長テーマ    ２７９０地区ガバナー 梶原 等（千葉ＲＣ） 

SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 

「炉辺談話」猿田 正城会員 

 

前回例会報告（４月６日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想  

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

地区米山記念奨学委員長 森 秀樹様 

（柏南 RC） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。昨日の 4 月 5 日は二十四

節気の清明(せいめい)。草木が一斉に芽吹き花

が咲き誇る頃で「すべてのものが生き生きとし

て、清らかに見える」時期である事を表します。 

また、4月は新しい年度の始まりです。新入生や

新社会人の新たな人生の門出です。慣れない学

校や職場で、人とのコミュニケーションがうま

くとれるか気になるところです。そこでコミュ

ニケーション・トラブルにならない方法をご紹

介します。 

たとえば人が話をして、それを聞いた人が「良く

聞こえません」と言ったとします。これは「あな

たの声が小さく、発音が悪いから」とその人は受

け止めてしまいます。 

少し言い方を変えて「わたしがよく聞いていな

かったので、もう一度お願いします」と、相手で

はなく自分のせいで聞こえなかったのだと言い

換えると、相手の受け止め方が変わると思いま

す。また、電話で相手の声が聞き取りにくかった

ら、相手ではなく「電話が少し遠かったようで

す」と電話機の不良のせいだとか、「周りがうる

さかったのでもう一度お願いします」と「あなた

のせいじゃないですよ」と言うニュアンスをお

伝えすると相手も良い感じがすると思います。 

コミュニケーションは社会生活を送る上で必要

不可欠です。相手との意思疎通を図り、また相互

理解が深まることで信頼関係を築いていけるの

です。コミュニケーションを大切にし、良い人間

関係を築いていきたいですね。 

最後に私事ですが、5 人の孫が、4 月から 18 歳

の大学生、15 歳の 2 人が高校生、3 歳と 1 歳が

保育園と、進学と入園が重なりました。大変嬉し

いことです。たくさんのお友達ができ、幸せな学

校生活が送れることを心から願っております。 

第 10 回定例理事会報告 
１）4月 5月６月プログラムの件     …承認 

２）お花見移動例会中止の件       …承認  

３）親睦旅行の件          …継続審議 

４）次年度クラブ協議会の件     …承認 

5/18例会終了後開催  

新旧クラブ協議会の件      …継続審議 

５）木曽功会員・馬場千誉会員退会承認の件…承認 

６）青少年奉仕委員会事業の件      …否決 

4.7 臨時理事会報告 
１）東新入候補者の件          …承認 

幹事報告 
【週報拝受】館山ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. 第 7 回日台親善会議福岡大会開催オンライン

視聴案内 

2. 財団室 NEWS 2022年 4月号 

3. トンガ・ウクライナ支援送金のお願い 

4. 2月 MCRレポート 

5. 2022年 4月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ﾄﾞﾙ＝122円 

6. ＲＬＩ10周年の集い開催のご案内 

…ガバナー事務所 

7. 会長エレクト研修セミナー第２回動画地区ホ

ームページアップのお知らせ 
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…ガバナーエレクト事務所 

8. 米山梅吉記念館館報 2022春号 vol.39 

…公益財団法人米山梅吉記念館 

9. 4月運営に関して 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

10. 4/10オンライン茶話会サロンについて 

…銚子市国際交流協会 

11. 書面による定時総会のご案内 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

八日市場 RC 

4月 12日（火）創立 60周年記念例会  

匝瑳市商工会館 点鐘 12：30 

19日（火）定款により休会 

小見川 RC 

4月 27日(水) 定款第 7条第１節(ｄ)により休会 

会員の記念日  

 

 

 

 

 

 

 

 

宮内秀章会員   淵岡彰介会員 

(4月 2日)    (4月 2日) 

入会記念日 桜井 広和会員(4月 5日) 

      寺内 忠正会員(4月 5日) 

創業記念日 大里 忠弘会員(3月 31日) 

      吉原 祐真会員(4月 1日) 

 

ニコニコＢＯＸ なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者紹介 上総泰茂米山記念奨学委員長 

 

 

卓  話 

「米山奨学事業の基礎」 

地区米山記念奨学委員長 森 秀樹様 

（柏南 RC） 

本日はお招きいただきありがとうございます。 

日頃はロータリー米山奨学事業にご理解、ご協

力をいただきありがとうございます。 

本日のテーマは「米山奨学事業の基礎」ですが、

ベテランの会員さんや PETS、RLI などのリーダ

ーシップ研修を終えられた方には振り返りとし

てお聞きください。 

 概要や設立の過程は、「ロータリーの友」に詳

しく載っているので割愛しますが、特徴は日本

のロータリークラブ独自事業であり、目的は「日

本で学ぶ外国人留学生の支援」です。奨学金を渡

すだけではなく世話クラブ・カウンセラー制度

をもうけ留学生を支えています。「米山」と個人

の名称が付いていますが、財源は我々ロータリ

アンの寄付で賄われています。 

 2021年までに 129の国と地域（日本が承認し

ている国 196）から累計 22,267人の留学生を援

助してきた国内最大の民間奨学金です。奨学生

の選考基準は「留学の目的、将来の目標」「交流

への熱意」「人間性人柄」「コミュニケーション能

力」そして「地区裁量」です。選考基準には「個

人の経済状況」は無いので「GDPで日本を抜いた

国に支援するのはいかがなものか」など関係無

しです。2790地区の独自基準として「国籍の偏

り是正」「継続留学生採用の制限」を掲げていま

す。この厳しい選考基準を突破した学生を私た

ち地区委員会では自信を持って世話クラブに送

り出しています。 

 米山奨学事業は先程も説明した通り、私財で

はなく我々ロータリークラブの会員からの寄付

で成り立っています。近年は 13～14億円の寄付

金実績があり、事業費の内訳として管理費は今

までの積立金の利息で賄い、皆様からの寄付金

はほぼ全額奨学金に充てられています。皆様か

ら寄せられた寄付金は二種類「普通寄付」と「特
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別寄付」です。普通寄付は半期ごとにクラブの会

員数の応じて振込んでいただいております。是

非とも次期会長が作る予算書に今期同等の普通

寄付を予算建てして下さい。特別寄付について

は 10万円ごとに表彰制度がありますが 1円から

でも出来る寄付金です。金額の多寡にかかわら

ず幅広い皆様からの寄付をお願いしており、寄

付者の割合も将来の2790地区に割り当てられる

奨学生の数（今年は 28 人+海外応募者 1 人来年

は 26人）に影響しています。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 米山奨学生は 1 年または 2 年の奨学期間を終

了すると米山学友となります。2790 地区では学

友連絡会があります。銚子ロータリークラブで

は千葉科学大学のローターアクト活動を支援し

ていると思いますが、今度は米山奨学生をロー

ターアクトの仲間に入れて、ロータリーファミ

リーの絆作りができたらいいなと思います。 

 昨年の米山委員長セミナーのおさらいになり

ますが、ハラスメント研修は各クラブで進めて

下さい。2019 年の RI 理事会よりロータリアン

の行動規範⑤の追加や米山記念奨学会と地区ガ

バナーそして世話クラブの間では業務委託・覚

書の締結が2020年より始まっており事業内容と

責任及び権限の所在が明確になっております。 

 この様に米山奨学事業は我々日本のロータリ

ークラブより生まれた事業であり、財団法人へ

の寄付なので税制優遇を受けられる高い透明性

を持った奨学事業です（簡単な図を提示します。

詳細は先日確定申告をお願いした先生とご相談

ください）。 

このコロナ禍でやっと通常の例会が出来るタイ

ミングで読んでいただきありがとうございます。

引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『寄付金の状況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

『巣立った米山奨学生』 
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委員会報告 

大里クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友 4月号読みどころ紹介 

【出席報告】  
会員総数 ３７名  出席計算 ３５名  

出  席 ２６名  欠  席  ９名  

出 席 率 ７４．２９％ 

欠席者：五十嵐君・松本君・宮内(秀)君 

村田君・吉原君・常世田君 

山本君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

4/6交通安全出発式 石毛君・大里君 

 

 

 

 

 

4/12八日市場ＲＣ 石毛君 

 

【ニコニコ】 

トンガ災害支援例会募金\2,000 計 ￥ 46,200 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】      田中 英子会員 

「甘いもの大好き！」な私が、お気に入りのお

店を紹介します。それは京都にある「コンフィズ

リー エスパス・キンゾー」です。 

NHK の『プロフェッショナル 仕事の流儀』にも

ご出演された「伝説のパティシエ」西原金蔵氏が

オーナーシェフで宝石のようなコンフィズリー

（砂糖菓子）のお店なのですが、お勧めは、西原

氏自らその場で仕上げる絶品「ビターチョコレ

ートのシャーベット」です。乳製品は一切使わ

ず、特別な機械で素材を細かく粉砕して作るシ

ャーベットは、なめらかで濃厚なチョコレート

そのままの味がします。今は何でもお取り寄せ

できますが、旅先で偶然素敵なお菓子に出会え

た時、私はこの上ない幸せを感じます。これから

も、「団子、時々…花。」で、旅を楽しみたいです。 

西原金蔵氏     奥様  

 

 

  

桜が見頃となりました 

    

 

 

 

 

4 月 10 日撮影：大岩將道会員 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥370,000 

スモールコイン ￥ 3,210 計 ￥ 34,190 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 30,990 

希望の風 ￥ 21,201 計 ￥180,651 

次週（４月２０日）プログラム 

「人生ケセラセラ」小田島 國博会員 

 

お弁当：犬吠埼ホテル（幕の内） 

 

 

 

 

 


