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◇ 国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
渡辺 治夫（横須賀 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
ガバナー補佐 鈴木 康仁
◇ 三浦ロータリークラブ
会
長：鈴木 正孝
副 会 長：土田 成明
幹
事：芹川 直行
◇ 公共イメージ委員会
委 員 長：大石 精一
副委員長：木村 謙蔵
委
員：長瀬 六朗
◇ 例会日 毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場 三浦商工会議所 3 階ホール
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◇ TEL 046(881)5111
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会長報告

鈴木正孝会長

皆様こんにちは、秋らしくなり大分
過ごしやすくなりました。お元気にお
過ごしでしょうか。先週のウォーナ
ンブール派遣報告には学生さんとご
家族や神奈川新聞、三崎港報、そし
てタウンニュースの記者さんがお出
でになりこの会場がいっぱいになり
ました。ロータリーの記事が出る事に
よって少しでも公共イメージのアップに
繋がれば良いと思います。久しぶりの満席
でしたが、やはり活気が出て良いですね。今日は高木巌
さんにセミナー報告をして頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。

幹事報告
＊お誕生日お祝

第 2570 回 例会

◇ 点
鍾 12 時 30 分
◇ ロータリーソング『奉仕の理想』
◇ ゲスト・ビジター紹介
米山奨学生 李 明峻さん

芹川 直行会員 S31.8.2
奥山
浩司会員 S28.8.15

大石 精一会員 S30.8.5
草野 昌幸会員 S48.9.7

＊入会月お祝（7 ～ 9 月）
７月 星野 雄会員（1992）
鈴木明徳会員（2014）
８月 大石精一会員（2007）
９月 鈴木金太郎会員（1995）

＊地区より
・地区大会案内（ご出欠は 10 月例会予定にご記入下さい）
・広島土砂災害義援金の御願い
・第１回地区ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ出席依頼
＊三浦海岸納涼まつり花火大会協賛御礼
＊赤い羽根共同募金協力願い
＊三浦市社会福祉協議会 はつらつフェスタ開催案内
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出席報告

藍田 和男 会員

卓話 米山奨学セミナー報告

高木 巌 会員

・会員総数：25 名
本日出席：15 名 欠席：10 名 出席率 60%
・MAKE UP
鈴木康仁（横須賀南西 RC） 高木（地区セミナー）
により、出席率は 68％となります

米山奨学委員会の高木です。
8 月 29 日にセミナー・カウンセ
ラー研修会が辻堂で行われまし
た。いつもは藤沢でしたので、辻
堂でのセミナー参加は私は初めて
ニコニコ BOX 報告 藍田 和男 会員
です。
ニコニコ BOX 集計報告
皆さんご存知の方も多いと思い
本 日
前回迄
累 計
ますが、
駅に直結して「テラスモー
ニコニコ
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ていて、お客さんは一日いても居心地のいい満足で
計
18,000 円 97,000 円 115,000 円
きるつくりになっています。
・鈴木正孝 ようやく秋らしくなってきました。
セミナーの行われたアクロス湘南の建物は、この
今日は高木さん、よろしくお願いします。
ショッピングセンターをつきぬけて大通りを渡った
・芹川直行 （ニコニコ BOX) 誕生祝のお礼。
ところにあります。初めてなので、たどりつくのに
（米山財団 BOX) 李さん、ようこそ。
４回位聞いて行きました。ショッピングセンターは
・鈴木康仁 補佐訪問 9/1 横須賀南西 RC、やっと一つ終わり
ました。李さん、ようこそ。
研修会がなければなかなか行かない場所ですので、
・高木 巌 李さん、ようこそ。
よい見学にもなりました。
・相沢静夫 連続欠席のおわび。
研修会の内容は「2780 地区米山奨学セミナー＆
・星野 雄 高木会員、本日卓話楽しみにしています。李名
カウンセラー会議」ということです。２時から５時
峻さんようこそ。先日の横浜クルーズ、楽しかったですね。
まで３時間みっちり行われました。出席者は６０人
入会して 22 年となりました。
位です。渡辺治夫ガバナーの挨拶は、１人 2 万円の
・藤喜代司 李さん、ようこそお出でくださいました。あり
がとうございました。
寄附をよろしくです。
・奥山浩司 誕生月です。8 月 15 日です。
米山奨学会評議員の竹内パストガバナーは、奨学
生の受け入れを義務と考えないで、一緒に楽しんで
委員長報告
くれと言われました。
● 親睦委員会 秋本 清道 会員
また、講演に移りまして、事務局の岩辺さんが
＜避難誘導板について＞
「ロータリー米山奨学事業の現状と未来」というこ
三浦市は三方を海に囲まれ、災害
とで話をされました。国際交流は続いていますが、
では大きな津波も想定されています。
それは皆様のご支援があるからです。よろしくとい
観光客の方や市民に対し、高台へ
うことです。
の避難誘導の必要を考え、ロータリー
クラブ、ライオンズクラブ、（協）
全国のロータリークラブの中では一度に 100 万円
三浦市商店街連合会、みうら朝市（協）
の個人寄附者は 6 人います。法人寄附者は 1 社あり
が賛同し、避難誘導板を市に寄贈することとなりまし
ます。すごい意欲を持った方がいるなと思いました。
た。理事会において承認をさせて頂
学友会会長の高さんは「米山奨学生と学友につい
高台へ避難
Evacuation to higher ground
きましたが、会予算の関係もあり、
て」話されました。奨学金をいただきながら、また
皆さんからご協力をお願いしたいと
カウンセラー制度のおかげで、日常色々なことを教
思います。お一人 3000 円を目安にお
わり日本の事がよくわかった。世界の交流の懸け橋
願いします。
となって将来働きたいと言っていました。モンゴル
本日より毎例会箱を
に学友会を作る動きが出ています。中国にはロータ
廻しますのでよろし
寄贈 三浦ロータリークラブ
リークラブはありませんが、学友会があります。台
三浦市
くお願い致します。
湾は親日的で、 日本から台湾に勉強に行かれる方
を対象に、台湾式米山奨学制度をつくって日本人を
クラブ協議会
歓迎しています。
● 会計報告 佐藤 国彦 会員
カウンセラーは、三浦 RC では毎年芹川先生がお
受けになっていますがセミナーではカウンセラーが
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「カウンセラー体験談」を話されました。
そこで、奨学制度の光と陰の部分についてお話し
します。奨学制度は米山梅吉さんの功績をたたえて
1952 年、戦後昭和 27 年につくられました。今年で
62 年続いていることになります。これまでに 18000
人が奨学金を受け、その後世界の各地で活躍されて
います。
米山梅吉さんは、若い頃自分が苦学をされた経験
からこの制度を思いつきました。また、前の世界大
戦で日本が東南アジアに多大な迷惑をかけたので、
その罪滅ぼしの意味もあったと聞いています。私は
東南アジアの苦学生に資金を出して勉強の手助けを
するのが奨学制度であると今までは思っていまし
た。ところが世界が豊かになってきたからか、日本
に留学を希望する苦学生にではなく、日本にすでに
留学している学生にも奨学金を送ります。中には、
外国の金持の学生にも、試験が通れば奨学金が与え
られます。なでそんなことになるのか、彼らにして
みれば小遣いをもらうようなものです。米山奨学金
をもらうのはステイタスであると考えている学生も
います。私たちの寄附金の努力が無駄になっている
ような気がする。これは陰の部分になります。
今度は光の部分についてです。鎌倉中央 RC の小
島さんが米山奨学委員会のために歌を作詞作曲しま
した。「世界のかけ橋」という歌です。奨学生は世
界の懸け橋になることへ夢を見、世界に羽ばたこう
としています。世界の人が仲良くなるように願い、
戦争のない世界、豊かに暮らせる世界を目指します。
今、中国と日本は尖閣諸島でぎくしゃくしています
が、中国国民が全部が問題を起こしているわけでは
ありません。草の根の友好が国と国との平和に役立
ちます。
10 年位前のことです。韓国の米山奨学生が、三
浦ロータリーに卓話に来ました。豊臣秀吉が朝鮮を
侵略し、第 2 次世界大戦では韓国を植民地にした。
と、かんかんになって怒って話をされたことがあり
ます。現在は従軍慰安婦問題、靖国神社問題と、摩
擦の種は絶えません。私たちは過去をふり返りなが
ら他の国の人々とどう友好を保っていくか努力をし
なければいけないと思っています。
ロータリーの奨学制度は、他国との理解友好を保
つには大いに役立っている制度です。この制度のた
めには資金が要ります。
米山奨学事業には普通寄附金と特別寄附がありま
す。なんで 2 種類あるのか。
1967 年（S42 年）、今から 47 年前になります。任
意団体であった米山奨学事業を財団法人にしようと
して国に申請を出しました。そうしましたら文部省

は「安定財源が確保されていない」から財団法人の
許可はだめだと言いました。日本の全クラブが一定
の金額を寄附してもいいですよという約束をし、一
定収入の寄附金が見込めるということで財団法人の
設立許可を得ることができました。これが各クラブ
の普通寄附です。三浦クラブの会費から年に一人
6000 円拠出しています。事務的に処理されている
ので皆さんは会費の中から出ている意識は薄いと思
います。
特別寄附は個人の自由意志で行われる寄附です。
ではこの特別寄附はいくら寄附をしているか、平均
すると年一人一万円です。普通と特別寄附を合わせ
ると年 15000 円になります。この前のセミナーでは
渡辺治夫ガバナーは一人 20000 円を寄附して下さい
と言っていました。三浦ロータリーの米山委員会と
しては毎月一回、1000 円を米山ボックスに入れて
頂ければありがたいです。
2013 年度は 830 人が奨学金を受けていて、約 15
億円が支払われています。1 人年間事務費込みで 1
人当たり 180 万の支出になります。
全国で奨学生 1 年間 800 人。事業費は 14 億円。
収入 13 億円。この差額は積立金を取り崩していま
す。人数は多い時には 1000 人で、お金が足りない
と人数は 800 人からもっと減ることになるかもしれ
ません。
よろしくお願い致します。

大正 15 年 9 月 1 日

三崎町日の出

三崎町入舩

三崎町西野
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