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 『暑さ寒さも彼岸まで』の言葉通り、爽やかな

秋風が吹くようになり大変凌ぎやすくなってまい

りました。 

 さて、台風16号の翌日17日（月）には、第2720

地区の熊本県内での米山奨学委員会セミナーが熊

本県民交流館パレア９階会議室で開催されました

ので、本日の会長の時間はセミナー出席の報告に

変えさて頂きます。セミナーへは中島米山地区副

委員長と私が出席致しました。奨学生も５名ほど

手伝いとして出席していましたが、その中にチェ

ン君も参加していました。 

 参加対象者は、ガバナー補佐・各クラブ会長・

各クラブ米山委員長など多かったのですが、前日

の台風の影響で、天草地区など参加できないクラ

ブも結構多いようでした。後ほど中島地区副委員

長より詳しくフォローして頂くと思いますので、

簡単に報告します。 

 まず、赤山ガバナーエレクトの挨拶があり、次

に、木下パストガバナーによる『米山記念奨学金

の意義と地区、クラブの活動について』の基調講

演がありました。それに関連して山田委員長から

寄付金納入状況について、表を使って説明があり

ました。木下パストガバナーの主な内容は、ロー

タリーの米山奨学会は、国内最大の民間国際奨学

事業団体であり日本の誇りであります。年間の奨

学生採用数は、800名で、奨学金総額は12億3,000

通  算  2 7 2 1回 

2 0 1 2年 9 月 2 1 日 

第 11 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 尾上暢浩委員長 

万円、これまでに世界121の国と地域の留学生を１万

2,028名を支援しているそうです。国際親善と世界平

和に寄与すると云う、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でしょうか。 

 そして、この米山奨学事業はロータリアンの寄付

が支えています。しかし、近年の厳しい経済環境と

会員数の減少から、その寄付金収入が減少の一途を

たどり、近年は奨学生も800人から700人に減少せざ

るを得ない状況だそうです。寄付状況は、我々の第

2720地区は、全国34地区のうちの29位で、１人当た

りの平均寄付は9,444円であります。因みに、１位の

地区は神奈川県の横浜市・川崎市で、１人当たり寄

付額は28,924円だそうです。普通寄付は出来るだけ

5,000円以上に、また、特別寄付が０円と云うクラブ

が無いようにしてほしいと訴えられました。（人吉

RCは現在6,000円です） 

 次に、奨学生の卓話は、県立大生で、中国出身の

朴君と云う学生でしたが、挨拶の最後に、現在問題

となっている尖閣諸島の件に触れる段になりました

が、これは国と国の問題であり、自分たちでは解決

できないと苦しそうに話し、チョット可哀そうに感

じました。 

 最後にグループディスカッションがありました

が、主な結論は、普通寄付は、各クラブ委員長が強

く呼びかける等、努力してほしい。また、特別寄付

はカレーライスの日（米山ランチ）を多くしたり、

米山ボックスを利用する。他のクラブでは会員さん

の慶弔の時や、会社の創立記念などによる寄付が少

ないようです。 

 また、中島地区副委員長が、現在の人吉クラブの

取り組みを披露されましたが、各クラブの注目を浴

び大いに参考になったようです。また、今まで米山

奨学生の卓話を聞いた事のないクラブも多くあり、

そのようなクラブは奨学生を呼び卓話をしてもらう

と、会員の意識が向上し寄付が集まりやすくなるの

では、など、多くの積極的な意見が出ました。 

 今回のセミナーの主な目的は、ロータリアン全員

が米山の事業をより理解してもらい普通寄付と特別

寄付の増額をお願いしますと云う事でした。しか

し、会員数が多いクラブはまだ良いのですが、会員

数の少ないクラブにとっては、一律にいくらと云う
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ことは大変だと思います。人吉RCは現在6,000円と標

準以上の寄付額ですが、会員数の少ないクラブを補

う意味にも第2720地区の為にも、次年度より1,000円

ほど増額できればと思います。 

 以上、米山奨学会セミナーの報告を兼ねて、会長

の時間を終わります。 

 明日はお彼岸の中日で、天気も安定しているよう

なので、お墓参りや、相良三十三観音巡りをされる

方もいらっしゃると思います。 

よい週末をお過ごしください。 

 

 

 

    浅野 強幹事 

【連絡事項】  

１．人吉青少年育成市民会議よりおくんち祭りの街 

    頭パトロール実施の通知[戸高新世代委員長へ] 

２．岡村ガバナーより ロータリー財団補助金管理 

    セミナーの案内10月27日（土）大分看護科大 

    学、出席義務者以外で希望の方連絡願います。 

  [会長、幹事、会長エレクト、Ｒ財団委員] 

３．2720地区未来の夢計画推進・国際奉仕委員会委 

    員長よりＲ財団並びに奉仕活動に関するアン 

    ケート  

４．人吉社会福祉協議会より第45回人吉歳末たすけ 

    あい演芸会の後援依頼が届きました。例年通り 

    ですので承諾の回答をさせていただきます。 

【回覧物】 

 ・熊本水前寺公園・玉名中央ＲＣの週報  

 ・人吉国際交流協会の総会議事録 

【例会の変更及び取り止め [掲示板] 】 
 ＊熊本西ＲＣ・八代東ＲＣ  
    

   
  
   国際ロータリー第2720地区 

    米山記念奨学会 理事長 

        委嘱状伝達   

       伊久美寛志会員 

 

 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の理事に

就任を致しました。会は第2550地区足利東ＲＣの板

橋氏が理事長に就任されておられ、副理事長が２名

常務理事５名、35名の理事で運営されます。年２回

総会があるそうです。任期は２年間、赤山年度まで

の就任と思います。米山についてはこれから勉強し

て知識をためていこうと思っております。どうぞ宜

しくお願い致します。   

     

【米山記念奨学委員会】     
 山賀会長より、米山記念奨学金９月
分の授与、そしてチェン君より近況報
告がありました。 
  

 

 

 

【雑誌委員会】           立山茂委員長 

 ロータリーの友の雑誌が残っておりますので、 

事業所等に置いてもいいと思っていらっしゃる方は

お申し出ください。   

【国際奉仕委員会】      有村隆徳委員長 

 韓国慶山ロータリークラブとの姉妹締結調印式

の日程が決定しました。来年の１月18日（金）に

行ないます。これから親睦委員会と協議をし、予

定されている１月の新年会を調印式のパーティー

と合わせて頂けないかと考えているところです。

会員皆様にはスケジュールを押さえておいて頂け

たらと思います。 

  それから、台北稻江ロータリークラブの11月の

来訪については日程をたずねているところです。

来週に返事が参りますので後日お知らせいたしま

す。以上です。 

 

 
 
   鳥越博治副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｒ財団委員会】 

     国際ロータリー第2720地区 

    ロータリー財団セミナー報告 

 

               和田栄司委員長 

 第１回未来の夢計画推進・国際奉

仕委員会会議ロータリー財団セミ

ナーに先立ち、第１回未来の夢計画

推進・国際奉仕委員会会議が１時間

ほど開かれました。報告はロータ

リー財団セミナーの卓話で話をした

いと思いますので、会議の内容だけ報告いたしま

す。 

日 時：平成２４年９月９日 

場 所：大分看護科学大学 聴講室 

参加者：委 員 長 前田眞実（大分ｷｬﾋﾟﾀﾙ） 

    副委員長 田原四郎（熊本東） 

    委員 

   和田栄司（人吉）  高見 治（八代） 

   坂口英雄（人吉中央）三浦政人（別府） 

   堀知 彰（大分ｷｬﾋﾟﾀﾙ）川村正一（宇佐）欠 

 

☆未来の夢計画準備委員会 

内容   

①今年度の方針説明 

 Ｒ財団のプログラムが大きく変更し、新しい制

度である未来の夢計画が、いよいよ2013～2014年

度にスタートします。新制度移行の前年度は非常

に重要な年度であると認識しています。そこで次

本日の出席率 

会  員  数   68名   85.94% 

出 席 免 除 4名 9 / 7 例会出席率  79.37％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 馬場・本田・岩本光・延岡・山賀・青木・田中・外山・中村 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，牛島 

＊メークアップ  

クリーン人吉；井手・岩本光・片岡啓・片岡忠・北・丸尾・宮山 

       中川・延岡・大久保・高山・武末・立山 



の３つを焦点に活動をします。 

 

３つの項目とは、 

１．新制度「未来の夢計画」を理解する 

 具体的な取り組み・・ 

ａ)パイロット地区として既にスタートしている日  

   本の６つの地区に中から活動の盛んな地区へ視 

   察を行う。 

ｂ)未来の夢計画準備委員会の委員による勉強会の 

   実施。 

２．未来の夢計画を地区の会員の方に理解してもらう。 

 具体的な取り組み・・ 

ａ)会員へ説明しやすいツール等の作成 

ｂ)第2720地区の会員に対して、セミナーの実施。 

３．赤山年度への提案と協力 

 具体的な取り組み・・ 

ａ)2013～2014年度の有効な(実態に合った)組織体 

   制の提案。 

ｂ)新地区補助金やグローバル補助金等のわかりや 

   すい活用方法の提案。 
 
☆国際奉仕委員会 

  当地区の国際奉仕委員会の活動はあまり積極的で

ないようですが、2012～2013年度は次の１つに絞っ

て活動をします。 

１．地区内７５クラブの国際奉仕活動の実態調査 

  具体的な取り組み・・ 

ａ)アンケート調査の実施。 

ｂ)集計したものを月信等に掲載もしくは各クラブ 

   へ郵送。 

 以上の計画を話されました。 

 全体的な流れは今からどのような手続きによって

地区補助金、グローバル補助金、の使途計画を立て

るのか、その手続き方法を先進地や2750地区(パイ

ロット地区ではないがハンドブック等を作成して、

非常に勉強されている)等に習い進めて行く、との

ことでした。 

 人吉ロータリークラブとしては、今、熊本南・城

東ＲＣなどが進めておられる、タイ学校支援プロ

ジェクトなどの現在やっておられるプロジェクトを

重点的に書類作成からお手伝いしてもらい支援し

て、書類作成の方針を決めていったらどうでしょう

かと発言してきました。  以上 
 
ロータリー財団委員会セミナー 

ロータリー財団セミナーは12時30分点鐘で始まりま

した。各委員長が話されたことを要約して話したい

と思います。 
 
ガバナー挨拶 

ガバナーは｢クラブの覚書｣(MOU)、について話され

ました。この文書は未来の夢試験段階に参加するク

ラブ用に、ロータリー財団が作成した覚書（MOU）

です。クラブと地区の間の同意書であるこの文書に

は、グローバル補助金活動の適切な実施及びグロー

バル補助金資金の適切な管理を行うために倶楽部が

取るべき対策が説明されています。この文書を承認

することにより、クラブはすべての財団の要件を遵

守することに同意することになります。 

（新地区補助金の資金を受領するクラブに対して、

この覚書（MOU）の実施を義務付けるかどうかは、

地区の裁量に任されております。） 

2720地区では、覚書（MOU）は取るのではないかと

思います。 
 
「クラブの覚書」（MOU）を提出するには 

「クラブの覚書」（MOU）をサインするまではどう

いう手続きが必要か？ 

１．11月下旬「補助金管理セミナー」への参加（こ

のセミナーへの出席はMOU取り交わしのための条件

となっております。今年は10月27日にあるそうで

す。） 

 このセミナーへの出席者はクラブ会長エレクト、

又は指定されたクラブ会員が出席することが義務付

けられております。また「クラブの覚書」は2013年

１月までに会長エレクト、会長ノミニーのサインが

必要で、このサインをした上で提出となります。で

すからノミニーの初仕事は「クラブ覚書」にサイン

することから始まるかもしれません。 

２．受理されると新地区補助金プロジェクトの提案

書を地区に提出する。 

 

これで未来の夢計画の参加資格ができました。さあ

プロジェクトに参加しましょう。 
 
補助金管理委員会 木村初委員長 報告 

2012～2013年度2720地区補助金申請状況報告 

 申請期間は 24年12月まで 

 利用条件  人道的プログラムであること 

 補助金総額 １８０万円 

 補助金額  プロジェクト金額の50％程度 

 申 込 先  補助金管理委員会 木村氏まで 

 

一度プロジェクト申請をしてみてください、申請が

通らないときには、木村が添削をお手伝いしますか 

ら。との話でした。 
 
財団学友会の現状について  

 学友委員会 高山泰四郎委員長 

財団奨学生・ＧＳＥ・・・学友として登録 

地区大会参加者・・・・・７名 

財団学友がなかなか、地元にいないので組織への参

加者が少ないのが悩み。 

今後の方針 

①ロータリー活動への参加 

②財団学友の方の卓話者名簿の作成。それをホーム 

 ページに載せる 

③ニュ-スレター「やまなみ」を現在発行している 

 のを、ホームページに載せる。 

④そしてネット配信に切り替える。 
 
毎年100ドルの寄付について・恒久基金について    

 木下光一パストガバナー 

2720地区の寄付について財団に寄付をしていただき

感謝します。現在の状況は200ドル以上、５クラ

ブ。155～200ドル、７クラブあります。残念ながら

０ドルのクラブも数クラブあります。ぜひ財団委員

の方は財団委員会への働き掛けをしていただきた

い。手続き要覧によりますと、「ロータリー財団へ

の寄付は自発的なものである。財団への寄付を会員

資格の条件とすることを規定してはならない。」と



あります。ぜひ自発的な寄付をお願いするように働

きかけてくださいとのことでした。 
 
ロータリーカードについて  

 山崎勝パストガバナー 

皆さん、我が日本人のRI会長推奨のロータリーカー

ドをまず電気代やガス代の支払いからでの利用しま

しょうではありませんか！利用額の0.3％が奉仕に

使われます。このカードで支払いをするだけでロー

タリーでの奉仕ができるのです。スタンダード(シ

ルバー)なら年会費もなく、皆さんに何の負担もあ

りません。ゴールドカードは年会費が10,500円かか

りますが、スマイル0.3％への加算や商品交換や

ロードサービスや損害保険や空港ラウンジサービス

が付きます。この機会に是非御入会をお勧めしま

す。 

 以上が先日ありましたセミナー報告です。実は少

し居眠りをしておりましたので、ところどころぬけ

ております、すみません。 

 

【米山記念奨学委員会】  

             地区中島博之副委員長 

 

     国際ロータリー第2720地区 

    米山記念奨学委員会セミナー報告 

 

 2012年９月17日（敬老の日）に県民交流館パレア

にて、熊本県側のセミナーが開催されました。 

 今年は、大分と熊本に分かれての開催でした。初

めての事らしくて（豊肥線がダメだから？）これも 

いいなと思いました。 

 出席義務者は、ガバナー補佐・各クラブ会長・ク

ラブ米山奨学委員長・奨学生７名中５名がお手伝い

に来ていました。もちろんチェン君もいました。 

 赤山ガバナーエレクトの挨拶で始まり、木下パス

トガバナーが講師として、「米山記念奨学金の意義

と、クラブ活動について」の講話がありました。 

 セミナー内容は、「米山記念奨学事業に更なるご

理解を」でした。日本国独自の事業で半世紀以上続

くロータリー米山記念奨学会は、日本で学ぶ外国人

留学生を支援する国内最大の民間国際奨学事業団体

であることは、よくご存じの事と思います。 

 昨年の採用数は824人、奨学金は１4億5,000万円

が必要ですが、2010年度の寄付金総額は、前年度を

1,300０万円も下回る、13億2,000万円でした。不足

分は特別積立財産を取り崩しています。特別積立財

産の取り崩しは来年までと決定していますので、今

のままですと奨学生を減らさざるを得ないでしょ

う。 

 これまでに世界121ヶ国と、地域の留学生が

17,000人を超えています。（すべて、ロータリアン

の寄付のみで賄っています）最大の特徴は世話クラ

ブ・カウンセラー制度（フェイス・トゥ・フェイ

ス）により ”顔が見える奨学金”であることで

す。ロータリー会員と共に地域の社会奉仕活動：日

本の心：平和を求めるロータリーの心：を学ぶこと

を奨学生は求められています。 

 この奨学事業の目的は、「人づくり」です。その

成果は学友（奨学生ＯＢ）の活躍という形で、世界

各国で現れています。学友の中には、恩返しとして

米山記念奨学会に送金している人もいます。台湾学

友会では、お金を出し合って奨学金を出していま

す。日本の大学生が一昨年は一人：昨年も一人：今

年は２名が奨学生となっています。また、中国の学

友は６年間毎年50万円を寄付しています。さらに世

界で４番目になる学友会がタイで設立されました。

また国内では、ＲＩ第2750地区の「東京米山友愛Ｒ

Ｃ］があります。 

 その「東京米山友愛ＲＣ」がスポンサーで、６月

２日に日本で３番目のＥクラブ「東京米山ロータ

リーＥクラブ」が創立されるなど、学友の活躍は目

を見張るものがあります。RI第2720地区の2400名の

皆様に「米山記念奨学会」の事業に更なるご理解を

いただきロータリアンの心で、ご寄附の増額をお願 

いいたします。 

 続いて、米山記念普通寄付金の納入状況につい

て、第2720地区の一人最高額の10,000円～1,000ま

での全クラブ名記載で公表されました。全国的には

34地区ある中で、第2720地区は（普通：特別：の合

計で、平均9,444円）29位です。 

 その後、グループに分かれて、第2720地区の普通

寄付の平均金額の5,000円に満たないクラブを名指

しで協力をお願いされていました。予想以上のクラ

ブの会長さんが、平均のその線まで頑張ります・・

と言っておられました。 

 どの資料を見ましても、米山の普通寄付金は、半

期に１度、各クラブで決まった一人分の金額を会員

数分送金いただく、とありますので、今まで地区か

らの依頼が足りなかったと感じました。多くの会長

さんが分かりました、と答えられていたのを見る

と、名指しされていたクラブももっと少なかったで

あろうと思いました。続く・・・。 

  

【ニコニコ箱委員会】       片岡忠雄委員 

・山口会員 9月22日に石野公園で動物フェスタが 

 開かれます。正午より犬、猫、里親さがしやら、 

 乗馬体験コーナー等あります。子供さんやらお孫 

 さんをお連れになって見学に来て頂ければと思い 

 ニコニコします。 

・中島会員 石蔵尚之君の入会おめでとうございま 

 す。ご両親に負けないように、期待しています。 

 

【米山記念奨学委員会】     片岡啓一委員長 

・伊久美会員 (財)ロータリー米山記念奨学会の理 

 事に就任致しました。 

・山賀会長 伊久美パスト会長の米山記念奨学会理 

 事長の就任おめでとうございます。 

・中島会員 伊久美会員の第2720地区米山記念奨学 

 会理事長のご就任おめでとうございます。地区の 

 米山奨学委員会のご指導も宜しくお願い致しま 

 す。 

・片岡会員 伊久美会員の米山の理事就任、おめで 

 とうございます。 

・中川会員 我が人吉ＲＣより全国米山奨学理事に 

 初めて伊久美パスト会長が就任されました。おめ 

 でとうございます。 

 

        点 鐘  山賀勝彦会長 


