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奨学金等の種類
会長の時間

ロータリーは色々な奨学金制度があります。
ロータリー財団

■国歌斉唱「君が代」

平和フェローシップ
米山記念奨学金
2021年10月13日

会 長 吉田 嘉昭

古田哲朗 )

米山記念奨学金

■２０２２～２０２３年度 地区委員委嘱状の授与

勉学、研究を志して日本に在留している外国人留学生に対し、
日本全国のロータリアンの寄付金を財源として奨学金を支給し支援
しています。

熊本県ロータリー奨学会

グローバル補助金・ポリオプラス委員長

熊本市域ロータリークラブ運営

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して日本の
文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、
将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献す
る人となることが期待されます。

9万人のロータリアンが支援

留学生を奨学することを目的としています。

古田哲朗 会員

10月 米山月間(日本独自)

青少年交換プログラム

将来、母国と日本との懸け橋となって、国際社会で活躍する優秀な

職業奉仕副部門長

グローバル補助金奨学金
地区補助金奨学金

ロータリーの奨学金
(2)

■ロータリーソング
「手に手つないで」
( ソングリーダー

●会長
●幹事

みんなの人生を豊かにするために

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブ
の創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記

優秀とは

念して発足しました。1952年に東京ロータ

彌冨照皇 会員

リー･クラブで始められたこの事業は、やがて
日本の全クラブの共同事業に発展し、1967年、
文部省（現在の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータ
リー米山記念奨学会となりました。

民間最大の国際奨学事業

奨学生 の義務

年間の奨学生採用数

860人（枠）

1.米山奨学生は、世話クラブである ロータリークラブ の例会

事 業 費

14億4千万円（2018-19年度決算）

これまでに支援してきた奨学生数
累計 21,023人（2019年7月現在）
出 身 国

世界129の国と地域

世話クラブとカウンセラー
米山奨学生には、奨学金による経済的な支援だけでなく、
ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度によ
る心の通った支援があります。

へ毎月 1 回以上出席する。
2.年２回 、奨学生レポートを奨学会に提出する。
3. 例会での卓話（スピーチ）を行い、世話クラブおよびロー
タリー地区の活動に積極的に参加するなど、ロータリアン
との交流を通して相互理解を深める努力をする。
4.その他、奨学生の「確約書」に記載されている確約事項を
遵守する。

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )
奨学金の種類と採用人数（2020学年度）

和歌山東南RCとの姉妹クラブWEBミーティング
和歌山東南ロータリークラブ
会
長
幹
事
姉妹ｸﾗﾌﾞ 委員長
同副 委員長
同委員

敬称略

当クラブは、これまで、17名の奨学生を受け入れています。

10月12日開催

中曽 真二郎
山 田 さ ち 子
中岡 隆 文
竹中 昭 美
太田 豊 隆

崇城大学 米山奨学生 募集 Webサイトより

第2720地区 2021-2022 奨学生 18名
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、米山奨学生が各
クラブに出向いて行う卓話は中止となっております。

熊本東南ロータリークラブ
会
長
吉田
幹
事
松岡
直前会長
松本
次々年度会長
中島
(創立40周年時の会長)
姉妹クラブ担当委員 古庄
創立40周年記念行事
実行委員長
内田

指定校制

奨学生卓話はYouTubeにチャンネルにていつでも閲覧可能です。
(第2720地区ホームページよりリンク)

嘉昭
泰光
一也
祐爾
浩二
信行

10月24日の世界ポリオデーに行動しよう
シェカール・メータRI会長からのメッセージ

－１－

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

話に呼んで貴重な先輩の経験を伝えてもらうシリーズを検討する
ことになりました。その時は皆さん宜しくお願いします。出席者
は、櫻井会長、新会員の宮田君、松村さん、和泉君、Zoom で馬
氷君と私の 6 名でした。

■来信案内
１）

以上、青少年委員会からの報告でした。

学会部門長より、カウンセラー・奨学生報告会開催の案内。

■委員会報（親睦・スマイル担当 草村安宏 )

大森克磨 ガバナー、江河好洋 米山記念奨

日時 ２０２１年１１月１４日（日）
１１：００～ 登録開始

今後の親睦活動について

１２：００～ 昼食

１３：００～１６：００ カウンセラー・奨学生報告会

10 月 24 日（日）
16：00 ～内田会員宅「バーベキュー」

場所 阿蘇熊本空港ホテルエミナース
登録料 ３，
０００円

（ロータリーメンバーのみ。食事されない方、奨学生は不要。
）

10 月 30 日（土）9:30 ～くまもと城南カントリークラブ
「ゴルフコンペ（松本会長杯取り切り戦）」 18:30 ～瑞恵「懇親会」

出席者 カウンセラー、米山奨学生

２）

11 月 10 日（水）例会変更
18：30 ～熊本ホテルキャッスル「慶祝・家族例会」

硯川昭一 ２０２０～２１年度ガバナーより、

「２０２０～２１年度 旧交を温める会」の案内。

直前会長・幹事慰労会、新会員歓迎会の開催日は只今のところ未
定、追ってご案内いたします。

日時 ２０２１年１１月２７日（土）１２：００～１４：３０
場所 熊本ホテルキャッスル

会費 １２，
０００円（お一人様）

■出席報告（出席・スマイル担当 松田和成 )
■クラブより

月日

第４回定例理事会報告
■今後の行事

社会奉仕・国際奉仕・

11 月 6（土）

公共イメージ合同セ
ミナー

大分県

J:COM ホルトホール大分

大分市

（ハイブリッドセミナー）

44
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☆退会

吉田嘉昭、松岡泰光、杉本整哉、彌冨照皇、村瀬直久
ローターアクト
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40
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09 月 30 日 松岡歩紗美
☆出席免除
09 月 29 日
住江正治 島村徹男 志賀重人 古庄浩二
10 月 13 日
住江正治 島村徹男

大分センチュリーホテル

案内中

職業奉仕

会員数 出席者数

オンラインセミナー

トより

■スマイル

古田哲朗、宮川義行、吉田嘉昭

（親睦・スマイル担当

草村安宏）

■委員会報（青少年奉仕担当 宮川義行 )
昨 日、10 月 12 日、 ア ク ト 10 月 第 1
例会が開催されました。自己紹介例会

◎沼田敏雄 30,000 円
1．8 月、9 月、10 月のスマイル穴埋めです。
2．先週 10 月 6 日（水）例会、欠席し、永野会

シリーズでの第 3 回目で、幹事の馬氷
君と熊本旅行の松村さんの 2 人の卓話
でした。引きこもりがちだった馬氷君
がアクトに入って初めて仲間ができた
と感じている事、海外旅行が好きだけど何をしていいか分からな

員には会報・雑誌委員の担当代理をお願いし、大
変お世話になりました。

かった松村さんがやっぱり旅行会社がいいと、今は熊本旅行で楽
しく働いていること、自己紹介卓話で初めて相手を理解できたと、
このシリーズは好評でした。
これを機会にアクトの年間スケジュールの中にロータリアンを卓

－２－

◎志賀重人 5,000 円
久しぶりに例会に出席しました。皆さんにお会い
出来て良かったです。

◎内田信行 2,000 円
私用のため早退させていただきます。

◎宮川義行 1,000 円
18 日連続の真夏日が続いています。今年は秋が
なくて、いきなり冬になりそうな気がします。何
事も飽きがこないのはいいことですか？季節だけ
は秋がいいですね。
10 月 7 日に西南ロータリーの例会にメーキャップに行って来ました。
牧さんもお元気でした。佐野さんからもいつもパワーをもらっていま
す。皆さん体調を崩さないように元気に過ごしてください。
◎山田公也 1,000 円

先日は家内の誕生祝いありがとうございました。

■卓話

（米山奨学生卓話（動画上映）

魏 峰（ｷﾞ ﾎｳ）さん／中国／熊本大学／世話クラブ 熊本ＲＣ )

－３－

クラブ 2：朝食例会。年配の会員と若い会員がバランスよくおり、
ローターアクトクラブとインターアクトクラブを熱心にサポート
している。
クラブ 3：昼食例会。クラブの伝統に誇りをもち、国内外のプロ
ジェクトに力を入れている。
クラブ 4：朝食例会。創立 15 年で、会員の出身国は 11 カ国、
話す言葉は 9 カ国語。

材料 2「参加意欲を引き出す例会」
例会に「正しい形式」というものはありません。新型コロナ流行
により柔軟性と創造力へのニーズが高まっており、バーチャルと

直接対面（またはその組み合わせ）で例会を開くことができます。
肝心なのは「参加意欲を引き出す」例会であることです。成功し
ているクラブは、会員の関心や時事に沿った多種多様なトピック
について興味深い話ができる卓話ゲストを見つけ、出席へのモチ
ベーションを高めています。また、お知らせや事務的な用件に費
やす時間を短くする、新会員やゲストへの挨拶係を置くことで親
近感を生み出す、会員の誕生日を祝う、全会員が何らかの形で参
加できる方法を取り入れるなど、さまざまな工夫をしています。
材料 3「会員の関心に応じた奉仕活動」

奉仕はロータリーの中核的価値観であり、成功するクラブの中核
には常に奉仕があります。会員は地元地域に貢献したいと考えて
おり、その方法は数多くあります。会員が参加したいと考えてい
る奉仕活動とは、どのようなものでしょうか？地元での活動、そ
れとも海外での活動でしょうか？特定の重点分野と関連している
でしょうか？クラブでアンケート調査を実施して会員の要望を調
べてみましょう。また、会員の関心は年月とともに変わる可能性
があるため、毎年アンケート調査を行い、会員の期待に応える奉
仕の機会を提供しましょう。

材料 4「心から楽しめる交流」
成功するクラブでは、会員が互いの交流を心から楽しんでいます。

■点鐘

（編集者

沼田敏雄 )

成功するクラブのレシピ：5 つの材料
投稿日 : 10 月 11, 2021

寄稿者：バートン・ゴールデンバーグ（米国第 7620 地区直前ガバナー）
パティシエがさまざまな材料を混ぜあわせておいしいケーキを焼
くように、ロータリーでもいろんな「材料」をうまく混ぜあわせ
ることで優れたクラブが出来上がります。さまざまな材料の中で、
私が最も大切だと思った 5 つの材料をここにご紹介したいと思い
ます。
材料 1「独自の個性」
私の住む町には 4 つのクラブがあり、互いに近接していますが、
それぞれが独自の個性をもっています：

クラブ 1：夕食例会。30 人の会員が長年一緒に活動しており、ロー
タリー財団と地区への寄付が多い。

例会、奉仕活動、募金活動、ピクニック、そのほかの集まりなど、
交流の機会を積極的につくり出しています。このようなクラブで
は、真の友情が育まれ、ロータリー外で付き合う会員も多くなり
ます。また、生き生きと楽しく会員同士が打ち解けている様子や
温かい雰囲気を入会候補者に感じてもらうことができます。
材料 5「優れたリーダー」
五つ星レストランの成功の裏には、必ず優れたシェフとスタッフ
がいます。これと同じように、成功するクラブには、ダイナミッ
クなリーダーシップチームが必要です。熱心で明確なビジョンを
もった会長、そして会長が入念に選んだリーダーシップチームが
定期的に会合し、新しいアイデアを話し合い、問題を解決し、奉
仕と親睦の計画を立てながら、クラブの方向性を定め、会員の要
望やニーズに耳を傾け、将来のクラブリーダーを開拓し育てるこ
とができます。
成功するクラブの 5 つの「材料」をどのように生かせるかを、ぜ
ひ考えてみてください。有名パティシエが材料にひねりを加えた
り、材料の配分を変えたりして最高のケーキを作ろうとするのと
同じように、クラブでも 5 つの材料をうまく混ぜ合わせ、独自の
ひねりを加えることで、優れたクラブを実現できるでしょう。

－４－

ロータリーボイスより

