2020 年 10 月 21 日 【第 1187 回】

10 月 21 日の卓話

「イニシエーションスピーチ」
当クラブ会員 岩楯 佳司様

10 月 7 日の出席率
会員在籍者数
会員出席者数
会員欠席者数
本日の出席率

≪第 1186 回 例会報告 2020 年 10 月 7 日≫
司会：酒井会員

■点鐘：佐久間裕章会長

52 名
29 名
23 名
55.77％

10 月 28 日の卓話

「イニシエーションスピーチ」
当クラブ会員 今井 博様

井上義勝様（東京葛飾東ＲＣ）

■ビジター紹介：伊藤会員
本日はいらっしゃいませんでした。

皆さん、こんにちは、本日は月初めということで理事会
がございます、今日はかなり長くなる理事会になるので
はないかなと思っております。本日の途中結果を皆さん
に発表させていただきます。会員数が本日で 54 名にな
る予定です。衛星クラブのほうは 18 名の入会希望者が
いらっしゃいますので総勢 72 名規模の会になりそうで
ございます。これもひとえに皆様のおかげですので、ま
だまだ今期たっぷり余っておりますので、良い状況に向
けて、ぜひぜひ皆様ご尽力いただけますよう宜しくお願
い申し上げます。
■国歌斉唱 「君が代」
：ソングリーダー：伊藤副委員長
■ロータリーソング 「奉仕の理想」
■「四つのテスト」斉唱（歌）
■「ロータリーの目的」東京臨海 RCVer.唱和
：佐藤大輔副会長
■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長
ゲストスピーカー・地区米山奨学委員会副委員長

■10 月のお祝い：親睦委員会 柴田会員
・会員誕生日 坂本康朋会員、杉浦孝浩会員、
篠塚慎之介会員
・奥様誕生日 立花純会員夫人、斉藤実会員夫人、
舛本俊輔会員夫人
・結婚記念日 小林健一郎会員、小松啓祐会員、
佐久間栄一会員、今井 忠会員、
原 達徳会員、斉藤 実会員、
金城健二会員
・出席 100％ 11 年：佐藤大輔会員
・「誕生日の歌」：ソングリーダー：伊藤副委員長
・１分間スピーチ：坂本康朋幹事
10 月 1 日で 39 歳を迎えることができました。30 代ラス
トイヤーで臨海 RC の幹事をやらせていただいてること
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に大変感謝しております。今年度、まだ残り時間があり
ますので、ぜひ皆様ご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。

■会長報告：佐久間裕章会長
・会長報告はございませんでした。
■幹事報告：坂本康朋幹事
・次週 10 月 14 日は、東分区懇親ゴルフ大会開催日で
すので、当クラブの例会は特別休会です。
・ロータリーの友 10 月号は、9 月 30 日にメールボッ
クスに配布しました。
・ガバナー月信 10 月号を本日メールボックスに配布し
ました。
・10 月のロータリーレートは、1 ドル=105 円です。
・定例理事役員会を本日、
指名委員会終了後 2 時から、
3 階「藤・菊の間」にて開催致します。
■委員会報告
・ゴルフ幹事（榎本ゴルフ幹事）
次週 10 月 14 日の東分区懇親ゴルフ大会の参加者の
皆様へ、組み合わせ表等メール送信させて頂いてお
ります。参加予定の 16 名の皆様、当日、頑張ってき
てください。
・米山奨学担当（山田委員）
「ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典」を会員皆様
のメールボックスにお入れしました。

■卓話
（紹介者：米山奨学担当 山田委員）
「米山奨学金と地区の現状について」
国際ロータリー第 2580 地区
米山奨学委員会副委員長
井上 義勝様
（東京葛飾東ＲＣ）

本日はお招きいただきありがとうございます。所属は東
京葛飾東 RC です。当クラブは 18 人で、臨海 RC さん
■出席状況報告：岩楯会員
⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。
■ニコニコ BOX 報告：杉浦会員
(ご意向)本日は、卓話にお招きくださりありがとうご
ざいます。米山奨学事業を今後ともよろしくお願い
します。：井上義勝様（東京葛飾東ＲＣ）
(ご意向)地区米山奨学副委員長、井上義勝様、卓話よ
ろしくお願いいたします。：山田会員
(ご意向)地区米山奨学副委員長 井上義勝様、本日の卓
話よろしくお願い申し上げます。：佐久間裕章会長、
佐藤大輔副会長、坂本康朋幹事、村社会員、伊藤会員、
須藤会員、髙橋会員、今井博会員、勝間田会員、内海
会員、寺田会員、斉藤会員、酒井会員、入澤会員、篠
塚会員、本多会員、杉浦会員、田村会員、
井上会員、柴田会員、白井会員、佐久間栄一会員、大
澤会員、大西会員
【26 件 48,000 円 今年度累計 888,000 円】

は 54 人になっているということで、凄く入っているので、
うらやましい限りで、佐久間会長に増強の秘訣を聞きた
いと思っております。山田さんから臨海 RC さんは若い
方が非常に多く、米山奨学委員会とは何か、米山奨学
金とは何か、わからないことが多いので、その辺をやっ
てほしいと言われましたので、今日はベテランの方もい
らっしゃいますので見たこともあると思いますが、まずは
DVD を見ていただいて、その後に米山奨学金の仕組
みを説明したいなと思っております。私は言ってみれば
米山の寄付を集めることが目的となっておりますので、
よろしくお願いいたします。米山奨学金は簡単に言いま
すと、日本に来ている外国人の方に奨学金を渡して、安
心して心配せずに勉学に励んでもらうということです。す
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ごく優秀な外国人の方に奨学金を渡して、将来、日本

きるんです。私も昨年、初めて選考委員として出ました。

と、その他の外国との架け橋となってもらい日本をもっと

中国の方が多いんですが本当にどの方も優秀で誰を落

知ってもらう、理解してもらうということを目的としており

としたらいいのか迷う位で、できれば全員入れてあげた

ます。最後の方でこの臨海 RC さんにお世話いただい

いという位、本当に優秀な人しか来ません。みなさん日

た姫軍さんが出てきましたけども、多くの日本に来てい

本語も上手で英語もできるし、当然中国語もでき、3 ヵ

る留学生の方を支援して日本国のことを理解してもらっ

国語を普通に喋ってかつ文字を日本語で書いたりと、

て、自分の国に帰って日本のことをよく思ってもらう、日

非常に優秀で、そんな人を 1 人でも多く入れて日本のこ

本はこんな所だよと紹介してもらって、それを続ける事

とをもっともっと知ってもらって、それを自国に宣伝して

によって日本とその国を繋いでもらうことが、米山奨学

もらってロータリーのことを宣伝してもらうことを思ってま

事業ということを、先ずご理解いただきたいと思っており

す。普通寄付については、2580 地区は、全体で 4 番目

ます。米山奨学金がどういうものかということを説明した

位になるくらい多いんですけども、特別寄付について

いと思います。ロータリーの米山奨学金は先ほどビデオ

は、当地区は 25 番目、上位は寄付率 40％、当地区は

にもありましたが東京 RC が米山梅吉さんを偲んで、何

25％と少ないです。今後、これを理解して頂いて皆さん

かできないかということで始めた事業であります。RC が

に是非、寄付を御願いして、特別寄付、強制するわけで

目指す国際理解と親善、世界平和に寄与する事業であ

は無いですが、米山奨学生を臨海 RC さんは預かって

ることが目的となっております。設立から一貫して、外国

くれるということなので、来年は米山奨学生を預かって

人の留学生の支援を目的としております。この支援はロ

頂き奨学生受け入れはこんなにいいんだなということを

ータリーでは日本だけで世界ではやっておりません。東

理解してもらって、1 人でも多くの方の寄付が増えたら

京 RC2580 地区からスタートして、日本全国のロータリ

私たちとしては嬉しいです。この中からも米山奨学委員

ークラブに広がって今に至っております。米山記念奨学

に出てもらえば、もっといろんなことがわかって奨学生

事業の特徴としては、日本全国 RC の会員の寄付が財

の方と交流、触れ合うことがあればもっとこの事業の意

源です。皆様一人一人の寄付が財源となっております。

味がわかると思います。そんなことで今日は入会一年

事業規模は、国内民間の留学生奨学団体で最大となっ

目の方がいっぱいいるということで、もっとわかりやすく

ております。累計約 21,000 人、129 の国・地域の留学

やるつもりだったんですけども、こんな感じになってしま

生を支援してきました。奨学金の支給額は学部課程 10

いすみません。特別寄付は所得税控除の対象となりま

万円/月、修士・博士課程 14 万円/月となっています。寄

すのでよろしくお願いいたします。港区、中央区の夜の

付は普通寄付と特別寄付の 2 つから成り立ってます。

club 活動がしづらくなってきておりますので、1 度、飲み

普通寄付というのは各クラブで会員一人あたり 4,000

に行ったと思って特別寄付に回していただければ

円位を頂いてますが、それでも足りないので特別寄付と

20,000 円になりますので、是非御願いしたいと思って

いうのがあります。これは個別でもっと出しても良いよと

卓話を終わらせて頂きます。本日は有難うございまし

いう方が、普通寄付金以外に任意に頂く寄付金です。

た。

金額にきまりはありません。このように米山奨学金事業
は動いており、今年度の目標は普通寄付・特別寄付併

■点鐘：佐久間裕章会長

せて個人平均 20,000 円を目標にやっております。昨年

井上様、貴重な卓話ありがとうございます。私も米山奨

度の平均は 17,116 円です。20,000 円というのは米山

学金の事は理解していない事が多々ありましたが、今

奨学生を受入れるのに、現状の人数の受入れとか、そ

回理解できたことが多々ありましたので、ぜひ皆様ご理

の他諸々の費用を考えると 20,000 円位ないとペイしな

解いただけた方は寄付をお願いいたします。

いのかなと思われますので、この辺を目標にやっており
ます。今年集めた、米山奨学金というのは 2 年後のそ
の金額を元に、どのくらい奨学生を集められるかを決め
て、2 年後にそれによって増えたり減ったりとかしており
ますんで、多ければ多いほど奨学生を増やすことがで

