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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2818 回例会 平成 30年 10 月 28日（日） 

国際ロータリー 第 2790地区 2018-19年度 

会長：ホテルニューオータニ幕張 

大会プログラム 
司会：萩原 勇作・服部 恵美 

●本会議 第 2 日目 
8：30 登録開始   
 RI会長代理ご入場 RI会長代理 櫻井権司 
 エイド パストガバナー 﨑山征雄 
9：30 点鐘 ガバナー 橋岡久太郎 
 国歌斉唱「君が代」  熊谷彩春 
 ロータリーソング「奉仕の理想」   
 開会の言葉 地区大会会長 山川成美 
 RI会長代理・来賓紹介他地区 GV等・PDG紹介 ガバナー 橋岡久太郎 
 物故会員追悼   
 来賓祝辞 千葉県知事 森田健作 
  佐倉市長 蕨 和雄 
10：10 ガバナー挨拶 ガバナー 橋岡久太郎 
10：30 RI会長代理挨拶：現状報告 RI会長代理 櫻井権司 
 特別講演「半分っこの人生」  阿部志郎 
 紹介 米山記念奨学生   
11：15 日本の誇り   
 祝言「高砂」  堀田正典 
11：20 記念講演   
 「世界遺産 和食の美学」  村田吉弘 
12：20 諸事お知らせ   

昼食会：エクスカーション 

12：35 記念演奏会 千葉女子高等学校オーケストラ部   
13：15 国際大会参加推進委員会  委員長 萩原勇作 
 紹介 ロータリー財団学友部門 奨学生・学友委員長 佐藤孝彦 
 紹介 R平和フェロー部門 ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員長 織田信幸 
 紹介 青少年部門 青少年育成統括委員長 中澤良夫 
 紹介 新ローターアクトクラブ   
 （佐倉中央ローターアクトクラブ） ガバナー 橋岡久太郎 
13：50 地区大会決議の発表  決議委員長 櫻木英一郎 
 選挙管理委員会報告 選挙管理委員長 青木貞雄 
14：00 表彰（個人） ガバナー 橋岡久太郎 
14：20 寄付贈呈 R財団委員会 櫻木英一郎 総括委員長 地区大会会長 山川成美 
 寄付贈呈米山記念奨学委員会 富 一美 委員長 地区大会会長 山川成美 
 直前ガバナーに記念品贈呈 ガバナー 橋岡久太郎 
 地区役員・委員・ガバナー補佐・クラブ紹介 ガバナー 橋岡久太郎 
 ガンバ―エレクト挨拶 ガバナーエレクト 諸岡靖彦 
 ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 漆原摂子 
 ガバナーノミニー・デジグネート挨拶 ガバナーノミニー・デジグネート 梶原 等 
15：05 RI会長代理講評 RI会長代理 櫻井権司 
 RI会長代理への謝辞・記念品贈呈 ガバナー 橋岡久太郎 
 次期地区大会ホストクラブ会長挨拶 成田ロータリークラブ会長 神﨑 誠 
 閉会のことば 地区大会記念ゴルフ大会会長 長岡貞雄 
15：45 点鐘 ガバナー 橋岡久太郎 
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●スーパー懇親会 
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≪クラブ表彰≫ 

・End Polio Now COA 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会

寄付優秀ｸﾗﾌﾞ 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 

功労ｸﾗﾌﾞ 

≪個人表彰≫ 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅ― 

 石橋菊太郎 

 神﨑 誠 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山功労者 

ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 

諸岡靖彦 第 10 回 
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●次期地区大会ホストクラブ会長挨拶    
成田ロータリークラブ会長 神﨑 誠 

改めまして皆様こんにちは。ご紹介頂きました本年度の成田 RC 会

長神﨑でございます。 
貴重なお時間を頂きありがとうございます。次年度ホストクラブと

なる我が成田 RC についてご案内申し上げます。まず、成田市は現橋

岡ガバナーの佐倉市から北東へ約 13km に位置しております。先ほど

も節分会についてはご紹介しましたが、特別年男には大相撲の横綱や

大関、NHK の大河ドラマの出演者が「福は内、福は内」と毎年豆まき

に参加しております。その他にも、夏の祇園祭、先週行われました弦祭りなど、毎月観光イベントがご

ざいます。また、今年は成田山新勝寺開基 1080 年祭、ご開帳がございまして大変賑わいました。そし

て東には成田国際空港があり、今年で開港 40 周年を迎えました。2015 年 4 月オープンの第 3 ターミナ

ルビルでの LCC 誘致もあり、空港の利用者は年間約 4000 万人を数えます。成田は、歴史的な地域と新

たな空港という地域との交流も盛んになっております。 
 そんな中で成田 RC は創立 1961 年（昭和 36 年）3 月 16 日で、57 年目となっております。名誉会員

には大本山成田山新勝寺の橋本照稔貫主猊下に就任賜り、会員は 72 名で、毎週金曜日の昼に成田ビュ

ーホテルで例会を行っております。皆様のメークアップもお待ちしております。 
 成田といえば、皆様もご承知のとおり、和菓子の「なごみの米屋」が大変有名で名声を博しておりま

す。こちらの CEO が諸岡靖彦ガバナーエレクトでございます。成田 RC では 1997-98 年度、故平山金

吾パストガバナー以来ふたり目の就任となります。また、成田 CRC には、2016-17 年度青木貞雄パス

トガバナーがおられます。2019-20 年度諸岡ガバナーの行事予定ですが、横断幕のとおり、地区大会は

2020 年 2 月 8 日（土）、9 日（日）アパホテル&リゾート幕張にて予定しております。また、地区大会

記念ゴルフは、2019 年 10 月 21 日（月）ゴルフ俱楽部成田ハイツリーを会場として予定しております。

橋岡ガバナー年度の地区大会は、大変早い時期に開催されまして、次期 R1 会長のテーマも決まってお

りませんが、私ども成田 RC 会員は準備万端、全員で皆様のご参加、ご来場をお待ちしております。ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 
 
●スーパー懇親会 
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米山記念奨学事業について 

米山記念奨学委員会 ローソンかおり 
 平成 30 年 8 月 25 日、千葉商工会議所にて、2018-19 年度 クラブ米山記念奨学委員長セミナーが開

催されました。私は今年度から初めて米山記念奨学委員会のリーダーを仰せつかり、先輩方にアドバイ

スをいただきながら、豆辞典や手引き等を参考に勉強を進めているわけですが、上のセミナーに参加し

てより理解を深めることが出来ました。 
 ロータリー米山記念奨学事業について、十分にご理解されている方もいれば、私の様に実はあまり知

らなかったという方もいらっしゃると思います。そこで新しい会員の方や復習されたい方のために、ロ

ータリー米山記念奨学事業について私が調べたものを中心に、簡単にご説明させていただきます。 
 
≪公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは≫ 
ロータリー米山記念奨学会は、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留学生

を奨学することを目的としています。優秀とは「（１）学業」に対する熱意や優秀性はもちろんのこと、

「（２）異文化理解、（３）コミュニケーション能力」への意欲や能力に優れている点が含まれます。

ロータリー米山記念奨学生は、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。 
年間の奨学生採用数は 780 人（枠）、事業費は 13 億円（2016-17 年度決算）と、国内では民間最大

の国際奨学事業となっています。これまでに支援してきた小学生数は、累計で 19,808 人（2017 年 7 月

現在）。その出身国は、世界 125 の国と地域に及びます。 
 

≪米山記念奨学事業の特徴≫ 
米山記念奨学金には、奨学生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るのが特徴です。日本には約 2,300 のロータリークラブが

ありますが、そのうち 1 つのクラブが、1 人の奨学生の「世話クラブ」となります。米山記念奨学生は

世話クラブの例会に月に一度出席し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交流・相互理解を深める

とともに、ロータリーの奉仕の心を学びます。世話で行われることは、（１）月に一回、米山記念奨学

生は例会に参加すること、（２）奨学金の受渡し、（３）スピーチとの他、親睦活動・奉仕活動への参

加などが挙げられます。 
 また、奨学生 1 人に対し、世話クラブのロータリアンの中から 1 人がカウンセラーとなります。カウ

ンセラーは、奨学生の個人的ケアに当たるアドバイザーです。 
 様々な職業、世代で構成されるロータリークラブでの交流は、奨学生が日本文化に接し、将来や奉仕

について考える機会となります。米山奨学生とロータリアンの交流は、相互理解のみならず、双方にと

って財産となるものです。 
 
≪シンボルマーク≫ 
シンボルマークについてですが、重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」を表しています。

外国人留学生の支援・交流を通じ、国を超えた絆や信頼関係を築き、やがて一人一人の胸に世界平和を

願う“心”を育てるという、事業創設の願いが込められています。手はそうした“心”を生み出すと同

時に、当事業がロータリアンの手で支えられていることを示しています。 
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≪米山記念奨学会の歩み≫ 
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の功績を記念して発

足しました。1952 年、東京ロータリークラブが発表したのは、海外から優秀な学生を日本に招き、勉

学を支援する事業「米山募金」の構想でした。そこには、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、国

際親善と世界平和に寄与したという、当時のロータリアンたちの強い願いがあったのです。この事業は、

わずか 5 年の間に日本全国のロータリークラブの共同事業へと発展し、1967 年には、文部省（当時）

を主務官庁とする「（財）ロータリー米山記念奨学会」が設立される運びとなりました。現在、60 年以

上の歴史を持ち、ＲＩから認証を受けた日本のロータリー独自の他地区合同奉仕活動です。現在も、「将

来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日本を世界に理解させるためには、アジアの国々から一

人でも多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうしかない。それこそ、日本のロ

ータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか」という思いを込めて運営されています（ロ

ータリー米山記念奨学会史より）。 
 
≪寄付金の使途・財政の推移≫ 
 ロータリー米山記念奨学事業の財源は、ロータリアンからの寄付のみで支えられています。そしてい

ただいた寄付は全て奨学生の為に使われています。2016-17 年度は 13 億 7,305 万円（前年度 15 憶 7,738
万円）と、前年度から約 2 億円の減少となりました。減少の要因は、前年度に超大口寄付が相次いだこ

と、昨年度から一部の法人寄付が有価証券を受領しての「配当金」となり、取り扱いが寄附金でなくな

ったことが挙げられます。超低金利政策により資産運用が年々減少していることが課題ですが、来年 4
月の採用枠はさらに 40 人増の 820 人とし、数年間の黒字分を積み立てた奨学事業安定積立財産から使

用する予定です。 
 支出については、奨学事業費は 13 億円となりました。採用枠を前年度より 20 人（枠）増やしたこと

により、奨学金や補助費が増加しました。事業費のうち、奨学金が 10 億 9,500 万円で最も多く、奨学

金以外の事業費 2 億 500 万円のうち、地区と世話クラブへの補助費、奨学生への記念品、学友会への補

助費などが 1 億 2,200 万円です。また、事業の広報や寄付増進に係る費用が 2,300 万円です。事業費に

は、奨学事業に係る人件費 4,600 万円が含まれています。ところで、費用に占める事業費の割合が大き

いほど、「公共性が高い」とみなされます。新公益法人の基準では、事業割合が 5 割以上であることが

求められます。米山記念奨学会では、当期費用合計（13 億 6700 万円）に対する事業費（13 億円）の

割合が 95.1％となっており、公益性が極めて高いことが示されています。 
 寄付金収入に見合った支援規模とするために、2013 学年度から奨学生採用数（枠）の引下げ（800
人から 700 人）を行いました。以後、寄付金収入は増加傾向にあり、奨学生の数も毎年増員されていま

す。2016 年度の寄付金収入は、直近 10 年で最多となった前年度と比べると減少したものの、4 年連続

で黒字決算となりました。余剰金は「奨学事業安定積立資産」に積立て、米山記念奨学会では、財政の

健全性、透明性の確保に努めており、事務費や補助費の見通しをしながら寄付金収入に見合った支援を

行っています。 
 
≪寄附金の種類≫ 
 寄付金の種類には普通寄付金と特別寄附金の 2 種類があります。 
【普通寄付金】日本の全ロータリアンからクラブを通じて定期的にいただく寄付金で、各クラブで決定

した一人当たり分の金額の会員数分を、半期に一度送金していただきます（2008 年度 1 人当たり平均

4,476 円）。 
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【特別寄附金】個人・法人・クラブから普通寄付金以外に任意で行う寄付で、ロータリー関係者以外か

らの寄付も可能です。金額の下限はありません。この特別寄附金は税制上の優遇措置が受けられます

（2008 年度 1 人当たり平均 11,282 円）。 
 
≪寄附金の優遇制度≫ 
 ロータリー米山記念奨学会は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているため、当会への寄付金

には、所得税（個人）、法人税（法人）の税制優遇が受けられます。また、相続税も非課税となります。 
 税制優遇は、以前は特別寄附金のみが対象でしたが、2010 年度より指定の書式で会員氏名等のデー

タをご提供いただければ、普通寄付金にも申告用領収証を発行することが出来るようになりました。た

だし、11 月末日までに、当会ホームページの専用フォームから会員氏名等のデータをアップロードして

いただく必要があります。昨年度は、全国の 182 クラブから申請をいただきました（特別寄付金の申告

用領収書は、自動発行します）。確定申告の領収書は、毎年 1 月分末までにクラブ宛にお送りします。 
 
≪ホームカミング≫ 
 2008-09 年度からスタートした元米山奨学生の里帰り制度です。各地区で毎年 2 人を上限に、地区の

行事に招待し、スピーチしていただくことができます。招待にかかる費用は当会が補助します（上限あ

り）。対象となるのは、海外在住の学友、もしくは、日本国内で招へい地区以外の都道府県に在住して

いる学友です。 
米山記念奨学事業の意義が最もよく理解できると大変好評ですので、ぜひご活用ください。 

 
≪奨学金プログラム≫ 
米山奨学金プログラムの募集・選考には、指定校推薦制度が導入されています。奨学金一覧を示すと

以下の様になります。 
 

（2017 年 4 月～18 年 3 月） 
ロータリー米山記念奨

学金一覧 
月額 期間 募集システム 人数 

1.学部課程（ＹＵ） 10 万円 最長 2 年 指定校推薦  
2.修士課程（ＹＭ） 14 万円 最長 2 年 指定校推薦 747 人 
3.博士課程（ＹＤ） 14 万円 最長 2 年 指定校推薦  
4.地区奨励 7 万円 1 年 指定校推薦 15 人 
5.クラブ支援（ＣＹ） 14 万円 6 ヵ月/1 年 世話クラブ推薦 2 人 
6.海外応募者対象 10 万円（学部生） 

14 万円（大学院生） 
原則 2 年 公募制（促進期間中） 23 人 

7.海外学友会推薦 14 万円 
（渡航・住居費別） 

1 年 海外学友会推薦（現状の対

象学友会は、台湾・韓国・

中国のみ 

6 人 
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 指定校推薦制度は、地区が先行した指定校から優秀な学生を推薦してもらい、推薦された候補者を地

区が面接・選考するものです。地区は推薦の基準（国籍割合や学年、専攻など）を指定校に提示できま

す。 
 地区奨励奨学金は、大学・大学院以外の教育機関（短大・高専など）に在籍する留学生を対象として

います。奨学金額が大学院生の半額である代わりに、1 人枠で 2 人採用できます。近隣に大学のない地

域にも世話クラブを広げられるという利点もあります。 
 そして、例年 7 月に、各地区の選考委員会が指定校を決定します。指定校から推薦された候補者を、

各地区のロータリアンが面接・選考して合格者を決定しています（約 3 人に 1 人が合格します）。 
 
 以上のように、ロータリー米山記念奨学会は、ロータリーの理想とする国際理解と相互理解に努め、

国際親善と交流を深めるために優秀な留学生を支援し、国際平和の創造と維持に貢献することを目的と

しています。特に今年は財団設立 50 周年の記念の年となります。会員の皆様には米山奨学事業へのご

理解を深め、ご支援いただきますよう宜しくお願い申し上げます。また、寄付金の送金方法等、ご質問

や不明点がございましたら、ご遠慮なく米山記念奨学委員会までお問い合わせください。 
 
出 席 表 
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会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６９ ４１ ２８ ５９．４２％ ８２．６１％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

飯田 正雄、遠藤 英一、山田 真幸、角田 幸弘、村嶋 隆美 

伊藤 隆治、神﨑 誠、平山 秀樹 各会員 
10月 11日 第 1グループホームミーティング 

小宮山 四郎、矢島 紀昭、甲田 直弘、堀口 路加 

香取 竜也、松本 大樹、平山 秀樹 各会員 
10月 12日 第 2グループホームミーティング 

長原 正夫、伊藤 英徳、谷 直人、大橋 創一 

中野 直人、平山 秀樹 各会員 
10月 12日 第 3グループホームミーティング 

石川 憲弘、浅野 正博、矢野 理恵、諸岡 市郎左衛門 

神﨑 誠 各会員 
10月 20日 第 5グループホームミーティング 

渡辺 孝、高橋 晋、佐瀬 和年、諸岡 正徳、櫻井 誠 

喜久川 登、小岩井 学、神崎 誠 
10月 23日 第４グループホームミーティング 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 10月 23日 地区戦略計画委員会 

設楽 正行、小川 賢、成田 温、佐久間 高直 

小寺 眞澄、菊地 貴、笠原 智、眞々田 美智子、成島 陽子 

小坂 明宮己、神﨑 誠、平山 秀樹 各会員 

10月 24日 第 6グループホームミーティング 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


