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「絆」人と人との結びつきを大切に

方針

2021−22年度国際ロータリーのテーマ

会 長

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

■会長報告

栂安 雅満 会長
先日、旭川の医療法人がコロナの影響で倒産いた
しました。道内で病院が倒産したのは初めてになり
ます。
飲食業や観光業のみならず、
色々な業種に影響
が出ています。最近は新規感染者も激減しています
が、経済再生はまだまだこれからになります。Go To キャンペ
ーンも再開しそうですし、帯広では飲食業を支援するエールチ
ケットやプレミアム商品券、あるいはホテル等を支援する道民
割や音更割など、
色々なプレミアム商品券が出ていますので、
是
非これらを利用して経済の活性化に協力していきましょう。
さて、今月は米山月間です。今日のプログラムで讃岐会員か
ら米山についての詳しい説明があります。その説明を聞いた後
にはきっと米山の寄付をしたくなるであろうと期待しており
ますので宜しくお願い致します。又、米山奨学生のナダ・アラヤ
スクンさんが本場のタイ料理を会員の皆様に振る舞って皆様
方と親睦を深めたいと考えております。詳細は改めてご案内い
たしますので多数の参加の程宜しくお願い致します。
■プログラム
（米山記念奨学委員会）
「米山記念奨学会について学ぶ」
RI第2500地区米山記念奨学会運営委員会
讃岐 武史 会員

こんにちは、本日のプログラムはあらためて米山記念奨学事
業についてのお話をさせて頂きます。私は2008年から地区の米
山委員として、早くも13年目になりまして、2500地区では一番
長くこの事業に関わって参りました。
たぶん全国34地区でも年数だけは最長老の部類だと思いま
す。
この間、2013年から2年間、米山奨学会が財団法人から公益
法人移行するタイミングで、
当時のロータリー第1ゾーンの代表
として、米山記念奨学会選考小委員会の委員を務めさせていた
だきました。その2年間で行った事は現在使用されている
『米山
奨学生選考面接官オリエンテーション』用のマニュアル作成で
す。
音声付きのマニュアルの意地悪な面接官の声が私です。
その
当時は今ほど個人情報保護の観点が重視されておりませんでし
たので、
それは禁止行為ですよと喚起したところに登場します。
興味のある方は私が成り済ます意地悪な面接官の声を聴いてみ
て下さい。
そのような経緯からこの5年間は地区の米山奨学生選
考委員長を拝命しており、
現在も担当させて頂いております。
今日は折角の機会ですので、奨学会の成り立ちから現在まで
をさっと説明させて頂きます。
公益法人ロータリー米山記念奨学会とは日本34地区のロー
タリークラブが多地区合同事業として立ち上げた民間奨学団体
で、
現在年間900名
（2021年度は910名）
を超える外国人留学生を
対象とする民間で国内最大の奨学団体です。2021年7月現在、
累計で129ケ国、22,267人の学生に奨学金給付を行って来まし
た。奨学金の支給期間は最大2年間
（採用時の条件により1年の
場合もあり）で、短大、専門学校、大学生の場合が月額10万円、大
学院生の場合が月額14万円で返済が不要の奨学金です。
（ 但し
45歳未満）他の奨学金と異なることは、奨学生の期間はカウン
セラーと呼ばれる世話人が所属するロータリークラブ所属で、
奨学金受給期間は、そのクラブのロータリークラブ活動に参加
して協力することが求められています。
この奨学会の目的は
『将
来、
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事』
だからです。
応
募方法としては、
米山奨学会の指定校からの推薦か、
海外からの
直接応募、
そして最近始まりましたのは、
米山奨学生を終了し母
国に帰国した米山学友と呼ばれる米山奨学生卒業生が母国で
立ち上げた海外学友会が募集選考して送り出された大学院生と
なります。
（現在の海外学友会の年間採用枠は台湾2名、韓国1名
です）因みに現在帯広ロータリークラブにお世話頂いておりま
す、
ナダ・アラヤスクルさんは海外応募者で、
私が2年前にスカイ
プを通じて、
英語で面接試験を実施しました。
現在工藤大輔会員
にカウンセラーをお願いしておりますが、工藤会員は帯広ロー
タリークラブで17代目のカウンセラーになっております。
さて米山奨学事業とは東京ロータリークラブが周年事業とし
て1952年に提唱した
『米山基金』から始まったものですが、
この
米山とは日本ロータリーの基礎を作った米山梅吉の生前の功績
を後世まで残したいとの事でこの名前が使用されました。米山
梅吉が行った事業や奉仕活動は数えきれないほどありますの
で、
今回は詳細のお話は省略させて頂きますが、
渋沢栄一らの明

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

治政府を金融面から支えた三井組が当時の小野組と共同で発
足させた日本で初めての銀行
『第一国立銀行』が明治7年に小野
組の破綻により、
三井組の手を離れ独立しましたが、
銀行業務に
執着をする三井組が明治9年に設立した日本初の民間銀行
『三
井銀行』の創立に関わった井上馨に誘われて三井銀行に入行し
たのが米山梅吉です。前述の通り、米山梅吉は三井銀行常務就
任以降三井信託銀行の設立等に関わりましたが、この頃第2次・
桂太郎内閣の渋沢栄一と会合を持ち信頼関係を作ったと言わ
れています。
その後大正6年に渋沢らの推挙もあり日本帝国政府
特派経済委員としてアメリカに渡った梅吉は帰国後、大正9年
に日本初のロータリークラブ『東京ロータリークラブ』を設立
します。
米山奨学会に話を戻しますが、
米山奨学金は全額、
毎年の日本
のロータリアンからの寄付金と運用利息のみで運用されていま
す。事業費は年間だいたい14億5千万円です。この寄付にはロー
タリーの会員皆様がクラブに支払う年会費から奨学会へ寄付さ
れる普通寄付
（帯広ロータリークラブの場合は上期2千円、下期
2千円の年額4千円）
とロータリークラブの会員が自ら任意で寄
付する特別寄付の2種類があります。こちらの寄付金は寄付金
控除の対象になっていますので、寄付額の一定額が減税となり
ます。又、米山記念奨学会は2018年に内閣府賞勲局から公益団
体認定を受けましたので、個人で累計500万円以上の寄付をす
ると
『紺綬褒章』の授与申請が行われるようになりました。最後
になりますが、
コロナ感染症対策で外食が控えられている現在、
その産業に従事されている方々には申し訳ありませんが、せめ
て1回分の外食費用を米山奨学会にご寄付頂けますようお願い
します。
■委員会報告
・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
讃岐 武史 会員
ロータリー米山月間に、
お話をさせて頂く機会を頂戴いたしま
してありがとうございます。
ご寄付もよろしくお願い致します。
田守 由宗 会員
1番テーブル100%出席になりました。
ありがとうございました。
三井
真 会員
十勝に3年連続でワイナリーができ、先週末、4社の飲み比べ
をしました。
■会務報告
五十嵐聖二 幹事
①帯広RC、11月3日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
②帯広RC、健康診断開催のご案内
日 時 11月17日（水）午前11時30分（例会前）
場 所 ホテル日航ノースランド帯広 フィオーレ
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 10月28日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
④帯広北RC、10月29日（金）の例会は、休会と致します。
⑤帯広南RC、夜間例会開催のご案内
日 時 11月15日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
■出席報告
10/27例会の報告
会員総数90名 内免除会員3名
出席者数53名 内出席免除会員0名
出席率60.9%

（出席委員会）

うちZoom6名

■次月プログラム予定
11月 3日（水）
「休会」 ※文化の日
（ロータリー財団委員会）
11月10日（水）
「ロータリー財団を学ぶ」
RI第2500地区ロータリー財団委員長
パストガバナー 成瀬 則之 様（網走RC）
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