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２０２０年（令和２年）１０月  １日  (木 )  晴れ 第２６８６回（当年度第７回）例会  
 

            
点 鐘                     加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ     倉知 正憲君 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和              水野 和吉君 

－ 言行はそれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めか 

４．みんなのためになるかどうか 

 

ゲスト及びビジター紹介 

 
地区米山記念奨学委員（名古屋守山 RC） 

                七田 隆二様 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 貴重な卓話をありがとうございました。 

 

 
米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 貴重な卓話をありがとうございました。 

会長挨拶                    

 
会長 加藤 義晴君 

今日１０月１日は旧暦の８月１５日に当たり、十五夜

です。 

昨年１２月中国武漢で相次ぎ患者が発生した新型コ

ロナウイルスに世界中が苦闘しています。日本では１

月１５日に初の感染者を確認以来、２月中旬のクルー

ズ船内の感染拡大、２月下旬から５月中旬の第１波、

そして６月中旬からの第２波がやや下火になってはき

ましたが現在も第１波の倍以上の感染者数で推移して

おり、私たちは感染防止に引き続き心掛けながら、一

日も早い収束を願うばかりです。 

１０月は米山月間です。また、地域社会の経済発展

月間でもあります。今日は、地区米山記念奨学委員七

田様に卓話をしていただきますし、奨学生のジョン君に

も卓話をしていただくことになっております。よろしくお

願いします｡ 

さて、現在いろいろな切り口でコロナ禍の地域経済

立直しに向けて GoTo キャンペーンが展開されていま

す。賛否はありますが、効果を期待するところです。  

一方、１０月から暮らしにかかわる制度改正がスター

トしました。酒税改正、たばこ値上げ、最低賃金改正等

々比較的報道されていますので周知されていると思い

ますが、チョット注意していただきたい法律改正もあり

ました。御存じの方も多いと思いますが「健康保険法」

等の一部改正がありまして、いわゆる健康保険証の被
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保険者等記号・番号等について、医療関係以外で告知

を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が施行

されました。主旨は個人情報保護の観点です。要点は

本人確認のために提示を求めることは可能ですが、番

号等を書き写さない、コピーしない、あるいは番号等が

記載されたままの写しを求めないことなどに留意する

必要があります。詳細はそれぞれの立場で御確認くだ

さい。 

今夜は中秋の名月が見られると思いますので、団子

をいただきながら暫しの安らぎを得たいものです。今日

もよろしくお願いします。 

        

米山奨学金授与 

米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  近藤 道麿君 

 

出席報告               委員  水野 和吉君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３４名  １１名 ８２.９％ 

 

ニコボックス               委員  水野 和吉君                     

                      

○本日、卓話に伺いました。        七田 隆二様 

〇地区米山記念奨学委員 七田 隆二様 本日のクラ

ブフォーラムよろしくお願い申し上げます。 

 米山奨学生 カリモフ ムスリムジョン君 ようこそ江南

ロータリークラブへ。  

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一       

各君 

○米山委員会の七田 隆二様、ようこそお越し下さいま

した。本日は卓話お願いします。    尾関 憲市君                  

○ジョン君、今日の卓話楽しみにしてます。２０１５-２０

１６年、米山で江南 RCで世話をした、フスレン君が

博士号を取得した喜び。         杉浦 賢二君  

○地区米山奨学委員 七田 隆二様、カリモフ君、よう

こそ江南ロータリークラブへ！ 

卓話、楽しみにしています。よろしくお願いします。 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、松岡 一成、古田 嘉且、

冨永 典夫、沢田 昌久、片平 博己、岩田 静夫、

長瀬 晴義、南村 朋幸、岩田 進市 各君 

    

卓 話 

「ウズベキスタンの紹介について」 

 
米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君  
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「ロータリー米山記念奨学事業について」 

 
地区米山記念奨学委員 七田 隆二様  

 本日、ロータリー米山記念奨学事業の卓話をさせて

いただきます、名古屋守山ロータリクラブの七田隆二と

申します。本日はどうぞよろしくお願い致します。 

日頃は米山記念奨学事業へのご理解とご協力を頂

き、誠に有り難うございます。江南ＲＣ様には、今まで

に１１名の留学生の世話クラブになって頂き、また、普

通寄付金と特別寄付金を頂きまして委員会を代表して

御礼申し上げます。 

 今年度で地区に出向３年目になります。今日は委員

会を代表して、江南 RCのメンバーの皆様に良くご存知

の事とは思いますが、米山記念奨学事業について今

一度一緒に学びたいと思います。ロータリ歴も１０年近

くになっておりますが、入会して半年くらいでカウンセラ

ーのお話をクラブから頂き、カウンセラーをさせていた

だきましたのが米山事業との関わり始めた最初でござ

います。本日が私よりもベテランのロータリアンが多い

中ではありますが、米山事業についてご理解を頂ける

ように卓話をさせて頂きます。 

米山記念奨学事業は１９５２年、日本最初のＲＣを設

立した米山梅吉さんの功績を記念して設立された奨学

制度で、外国人留学生の方のみを対象とした事業です。

この奨学事業は、設立６９年を迎えました。なぜ外国人

留学生かというと、『二度と戦争の悲劇を繰り返さない

為に国際親善と世界平和に寄与したい』という当時の

ロータリアンたちの強い願いがあった為です。 

事業規模の大きさを見ると、今年度の奨学生数は８

５５人、これまでの累計では、世界１２９の国と地域から

２１，６２４人受け入れています。出身国別では中国・韓

国・台湾の３カ国が約７割を占めます。寄付には普通
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寄付金と特別寄付金の２種類があり、江南ＲＣ様は個

人平均の寄付額として１人当たり約年間１５，０００円を

頂いております。この寄付金は、年間８５５人（全国）の

奨学生をお世話する為の安定財源になっています。ま

た、特別寄付金は個人・法人より任意で頂戴しており、

金額に決まりはありません。 

 最初に概要をお話いたします。１９５２年、東京 RC の

古沢丈作会長が「米山基金」の構想を発表しました。こ

れは、アジアから優秀な学生を招いて学費を援助し、

二度と戦争の悲劇を繰り返さないために“平和日本”を

肌で感じてもらいたい、というものでした。 

こうして、東京 RC が始めた「米山基金」は、わずか５

年（１９５７年）で、日本の全ロータリークラブの共同事

業として継承され、１９６７年には財団法人ロータリー米

山記念奨学会が設立されました。今年で財団設立５４

年目を迎えます。 

勘違いをされている方も多いと思われますが、米山梅

吉翁の功績を偲んで行われた事業であり、財団の資金

に米山家の資産が使われているわけでもありません。 

日本のロータリーが協同して運営する奨学財団で、財

源はすべてみなさんからのご寄付で成り立っています。 

 ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロータリーが

作り育てた独自の事業で、３４地区、全地区が参加す

る多地区合同プロジェクトです。 

 この奨学金の最大の特長は「世話クラブ・カウンセラ

ー制度」です。銀行振込が多い他の奨学金とは違って、

米山奨学生にはロータリー活動に共に参加してもらい、

交流することを大切にしています。 

 カウンセラーになったロータリアンからは、カウンセラ

ーをしてロータリーの楽しさを知った、 一旦ロータリー

を退会したがまた米山に関わりたくなって再入会した、

目に見える国際奉仕の最前線、これほど面白いチャン

スは滅多にない、といったような声が寄せられています。 

実際、今の委員会のメンバーの中にもカウンセラー

をされて楽しくて委員会に参加されている方も多いよう

です。 

米山奨学金は日本のロータリー独自の奉仕事業とし

て作られ、発展してきました。このため、ロータリーの活

動ではあるものの、国際ロータリーとは一線を画す状

況が自ずと続いていました。そうした関係が次第に変

化してきたのは２００４年頃からです。 

２００４年１１月のＲＩ理事会で、「奨学金の授与を通し、

世界理解と平和に貢献されている財団法人ロータリー

米山記念奨学会を称賛する」とされ、これ以降、ロータ

リー米山記念奨学会が「多地区合同奉仕活動」（現在

は多地区合同活動）の手続きを取ることにより、ロータ

リーの名称やロータリーマークを今後も続けて使用す

ることを認める、ということが決議されました。 

２００７年には全３４地区からの同意を得て、国際ロー

タリーの定める多地区合同奉仕活動として、すべての

手続きを完了しました。 

そして２０１４年１月のＲＩ理事会では、ロータリー学友

の定義が拡大され、米山学友もまた、ロータリー学友

の一員となりました。これを受けて、２０１６年のソウル

国際大会には世界中から多くの米山学友が集まり、ロ

ータリーファミリーの一員として参加したのです。 

 次に、米山ではどのくらいの奨学生を支援しているか

についてお話しします。 

 米山は、外国人留学生を対象とする民間の奨学金で

は国内最大規模です。 

 ２０２０学年度は日本全国で８５５人が採用され、現在、

各ロータリークラブでお世話をいただいています。累計

では世界１２９の国と地域から２万１６２４人を支援して

います。 

 奨学生の国・地域別の割合はグラフのとおりです。累

計では中国、韓国、台湾が多いのですが、最近ではベ

トナムの奨学生が急増しており、今では中国に次いで、

多くを占めています。 

 当地区では今年度、新規３０名、継続２１名、 合計５

１名の奨学生を受け入れています。国・地域別には、中

国・韓国・台湾・ベトナムとなっています。 

 来年度の受入奨学生数は、５１名です。内訳は新規 

３６名。継続 １５名。海外１名です。 

 次に、採用基準項目についてです。 

 全国統一の「選定基準と評価表」での評価により行い

ます。また現在は指定校推薦制度をとっています。 

 ロータリー米山記念奨学会は、２０１２年に公益財団

法人となりました。 それまでの奨学生の選考は各地区

の主体性が尊重されていたようですが、公益認定を取

得したことにより、より公平性・より透明性が求められる

ようになりました。 それを確保するため３４地区共通の

「選定基準と評価表」が必要となった訳です。 又、指定

校推薦制度は、各地区米山選考委員会が指定校を選

定し、学校説明会を開き、要望を伝えるなど、米山にふ

さわしい学生を推薦してもらうため努力をしております。 

■「学業」 学業に対する研究の目的、目標を明確にし、

成果を上げる努力をしているか? 

■「異文化理解」異なる文化、習慣などを理解する努力

をしているか?  

■「コミュニケーション能力」言語のみならず、人間関係

における円滑なコミュケーションを築き、自己の確立と

共 に他者を受け入れる柔軟な姿勢を持つかどうか?  

が先行の対象となります。 

 今年度の総学生も１２０人の面接を致しました。７班

に分け、１班１６～１７名を一日がかりで面接を致します。

一人当たりの面接時間は１５分～２０分です。面接終了

後に各班より３名程度の推薦を行い決定していきます。 

 ただし条件がいくつかあります。 

・まず、配属された世話クラブの例会に毎月必ず出席

すること 

・また年間行事が７回ほどありますので、各行事に出席

することも条件です。 

・そして、奨学生を卒業した後は、学友になっていただ

きます。学友については次に説明します。 

 新型コロナウイルスの水際対策として日本がおこなっ

ている外国人の入国制限措置により、出国したまま４

月以降も日本へ戻ってくることができない奨学生がいま

す（８月１３日時点で全国に５４人。※制限は徐々に緩
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和しており２０２０年１０月より留学生は全世界から入国

可能となる予定）。 

 こうした奨学生には、毎月近況を書いた報告書の提

出を求めているほか、世話クラブやカウンセラーとはメ

ールやＳＮＳで連絡を取り、オンラインで例会に参加す

るなどの工夫をお願いしています。また、８月からは毎

月の奨学金を半額とし、帰国次第全額支給する措置も

とっています※1  

 今年度は、世話クラブとの交流だけでなく、地区奨学

生が集まるイベントが中止になるなど、各所での交流

が希薄になってしまいがちですが、その中で出来る限

りの工夫をお願いしています。 

次に、学友会についてです。学友というのは、奨学制

度を終了された方の会であります。委員会活動でかな

りの頻度でお手伝いをいただいております。（春・秋の

研修会や忘年会など）奨学生の良き相談相手にもなっ

ているようです。 

 国内の学友会は３３、海外学友会は９・計４２の学友

会があります。 

 巣立った奨学生たちは、個人としてもさまざまな形で

活躍しています。教育や研究、NPO や NGO、起業する

者などあらゆる分野にわたっています。 

 豆辞典では１３～１４ページで６人の学友を紹介して

います。あとでご覧ください。 

 ロータリーに親しんだ学友たちは、卒業後も、ロータリ

ーとのつながりを持ち続けたいと願っています。そのひ

とつとして、ローターアクトに入会する学友、また、ロー

タリアンとしてクラブに入会する学友がいます。 

 現在、ローアリアンになった学友は２３９人おり、その

中には、ガバナーになった学友も３人います。また、米

山学友が中心となって設立したロータリークラブも国内

外に５つあります。 

 次に寄付についてです。寄付金には普通寄付金・特

別寄付金の 2種類があります。  

・普通寄付金:各クラブが決めた金額×会員数 ￥４，０

００ 

・特別寄付:個人・法人・クラブからの任意の寄付 ￥４９，

０００  合計 ￥６７８，０００ 

  平均￥１４，７３９  特別寄付率 ６．５％ 会員数４６

名 

 地区で採用できる奨学生の数は、（ｐ１０）のような算

式で算出しています。 

 まず、収入予測をもとに、採用数が決まります。２０２

１学年度は８９０人枠です。 

 株式の「配当金枠」や、海外から直接応募する「別枠」

を除く８５５人を、その地区の寄付総額、個人平均寄付

額、特別寄付者割合、有資格者数、それぞれの対全国

比で案分します。 

 奨学生数は寄付で決まるといっても過言ではありま

せん。 

 会員数が少ない地区は、「寄付金総額」で大きな地区

に及ばなくても、個人平均寄付額や、特別寄付をする

人の割合が高ければ、その分採用数がアップする可能

性があります。 

 ２７６０地区の目標として、個人平均寄付額が￥２０，

０００以上・特別寄付率が８０％以上であります。 

 ２０１８年より、ロータリ米山記念奨学会の理事長に当

地区の豊田ロータリの斎藤直美様が理事長に就任さ

れております。 

 今後も、米山記念奨学事業へのさらなるご理解と寄

付をご協力どうぞよろしくお願いいたします。 
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点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

ご挨拶 

江南ロータリークラブの皆様へ 

９月２８日、無事に卒業式を迎えました。 

この一年半、お世話になりました！ 

ありがとうございました。 

皆様、お元気でいてください。 

 サマンサ ウン ムン イ 

 
 

 
 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 水野 和吉・三輪 慎一郎) 


