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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
国際ロータリー 2820 地区
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2020 年 10 月 1日

会長挨拶　浦里　浩司会長／幹事報告　木村　英博幹事
会員卓話　「米山月間に因んで」　米山奨学会　村上　義孝委員長／
会員・奥様お誕生日、ご結婚記念お祝い・ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

今月 10月 29日はガバナー公式訪問が予定されています。みなさま、出
席していただきたいと思います。
また本日は 10月 1日で日本酒の日でもあります。TXつくば駅にある地

酒バーがリニューアルオープンでオープニングセレモニーを開催します。簡
単にやるのかと思っていたら知事もこのセレモニーに出席することになり、
非常に慌ててで、私どもと稲葉酒造様とで鏡割りの樽を用意しました。コロ
ナ禍で久々の樽を出すことになったのですが、みなさま、たくさん参加して
くださいと言うのもコロナ禍で、非常に気が引けるのですが、三密を避けて
ソーシャルディスタンスを保ちながらセレモニーを実施します。知事、市長
にご臨席いただきますので、お時間のある時に参加していただければと思い
ます。TXつくばの駅前になります。今月もよろしくお願いいたします。

浦里　浩司　会長挨拶

幹事報告　木村　英博幹事

11 月プログラムの件
ロータリーの森創り企画の件
ガバナー公式訪問スケジュール確認の件
9月親睦夜例会決算報告の件
出席免除申請の件
その他 支援依頼の件
  オンライン出席調査アンケート報告の件
  筑波大学外国人留学生との意見交換会に関するご報告
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ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

会員卓話　「米山月間に因んで」
米山奨学会　村上　義孝委員長

10月の特別月間は米山月間で本日はロータリー米山記念奨学会についてお話し
します。
皆様に本年度の「米山記念小学事典の豆辞典」に基づいて説明をしていきます。

米山記念の歴史ですが 1946 年に米山梅吉氏が逝去され、日本初のロータリー
クラブの創立に貢献した功績を記念して、1952 年に世界に「平和日本」の理解を促す願いを込めて発足しました。ちょうど戦後
1951 年サンフランシスコ講和条約調印で日本の国際交流の事業として始まりました。2016 年になり、初の米山奨学生が世界各地
に戻り、ソウル国際大会に初の分科会が開催されました。

奨学生の採用についてですが、各学校から応募があった学生を、面接で選考して採用します。最近コロナ禍ですので、一部コロ
ナかで行けない場合の学生については別の対応をしています。寄付金の状況、寄付実績ですが、直近の前年末の全国平均は1万5,055
円で、つくば学園 RCは 2万 3,892 円です。全国平均の寄付者割合は 45.8%、第 2820 地区は 72.9%、率で言うと全国 32地区の
うち第 4位です。皆様から集められた寄付金は年間で約 13億円の寄付金が集まり、12億 4000 万くらいが奨学金として手渡され
ています。地区によって多くの寄付を払った地区とそうでない地区があると思いますが、地区によって採用される奨学生の数が決
まっていて、多くの寄附金を払った地区は多くの奨学生がいます。2820 地区の場合は 855 名中下から 3番目の 31名。今年度は
29名、来年度は 31名の額が割り当てられています。第 2820 地区は寄附金が多いので 31名の奨学生を受け入れていますが、寄
附金が少ないと 9名、10名の受け入れになります。

奨学生のその後は全世界に学友会ができています。海外に 9箇所国内に 33箇所の学友会があります。茨城県の場合は 2820 地
区学友会があり米山記念奨学生のOB・OGの方たちが学友会として活動しています。学友会の活動は世界各地で元米山奨学生の方
が母国に帰って学友会の活動や国内の地区ごとで学友会として活動しています。2820 地区の場合の学友会は現在の奨学生との交
流や研修があった時に交流をしています。
今後の活動については、来年のロータリークラブ世界大会が 2021 年、台北で開催予定ですが、それに合わせて、学友会の総会
を予定しています。国際大会は 2021 年 6月 12 日の予定で、何もなければ国際大会の前の日に開催予定で準備を進めています。
米山奨学会のブースを開く予定です。学友会の方がロータリアンになる場合があり 239 名が学友関係者の方です。また学友会から
寄付をいただくことがあり、東日本大震災や熊本地震など、日本の災害などに恩返しということで寄付をいただいています。

奨学会と地区の関係ですが、それぞれの地区ごとに奨学会本部より委託を受けて出向したりしています。第 2820 地区の寄付
金の実績は、今年度、直近の 6月 30 日末現在の成績で第 4位ということをお伝えしました。寄附金の合計額は、34地区中、第
2820 地区は 4,343 万円で第 9位です。また第 2820 地区の過去の累計は、18億 7,942 万円の寄付で、第 2820 地区が第 10位と
なります。気になるクラブ別は、2万 3,000 円が平均ということを申し上げましたが、第 2820 地区全体の合計は 2万 1,617 円で
す。つくば学園 RCは 2万 3,892 円になりますので、地区の平均は超えての寄附金でご協力いただいております。米山奨学金はこ
のような形で活用しています。給付型の外国人向け奨学金制度では国内最大規模の奨学事業です。毎年応募の枠の約 3倍の面接を
しますが、3倍の面接をする前に、各学校で専攻した上で応募が来るので実際に希望する学生はもっといるのですが、選ばれた奨
学生は各クラブが世話クラブということで入っています。以上、米山記念奨学会の説明をしました。
ありがとうございました。
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ニコニコBOX

荒　　正仁会員　鈴木広報委員長、例会のレポート毎回ありがとうございます。
村上　憲範会員　昨年金婚式を迎えました
大野　治夫会員　きのう今年 101 回目のゴルフをしました。夜になりました酒会社経営、人材確保、育成良い社員にするのは
   大変だと思いました。
飯田　正行会員　妻の誕生日のお花ありがとうございました。妻が先に年金がもらえるようになりました。
大野　治夫会員　きょうは仏滅ですが、十五夜中秋の名月です。たまには風流もね
長瀨　行弘会員　朝夕はめっきり涼しくなりましたね。朝の犬の散歩に斧を持って薪置き場へ行って、薪割りをしています。
   15 分程、ほんのり汗をかくくらい、いい感じです。
野堀　喜作会員　浦里年度、初出席なるべく出られるよう頑張ります。
井田　充夫会員　10月は米山月間です。村上米山委員長、卓話ありがとうございました。
   ３年目の総括委員長をして地区でがんばっています。
木村　英博会員　本日は日本酒の日！幹事として知らなかったのでクビですね (/ _ ; )日本酒を飲んで忘れたいと思います。
   今月は（10月 29日）ガバナー公式訪問です。ご参加よろしくお願いしまーーーーす。
上野　　修会員　結婚記念日ありがとうございます。だが、いつだったか。。。
中田　勝也会員　井田さん、村上さん、米山奨学金の歴史の説明ありがとうございました。なんとなく分かりました（笑）
古本　朝彦会員　米山奨学事業の説明、ありがとうございました。勉強になりました。
浦里　浩司会員　結婚祝いありがとうございます。すっかり忘れていましたが、家内も同じだと思います。
   久しぶりに二人で？美味しい料理を食べに行きます。
中山　正巳会員　すっかり忘れていた結婚記念日。今年で４０年になることもすっかり忘れており、思い出すことが出来ました。
   記念に何か買って貰おうかな～

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

会員誕生日
大野　治夫 会員 4 日
路川　淳一 会員 9 日
鈴木　一雄 会員 11 日
藤川　雅海 会員 13 日
池田　一郎 会員 17 日
中田　勝也 会員 28 日

10月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

奥様お誕生日
荒　　絵里 様 4 日
木沢ひろみ 様 5 日
磯山とし子 様 21 日
五十嵐綾子 様 24 日
田中　由紀 様 26 日
小城　由美 様 30 日

ご結婚記念日
村山　友彦 ・ 春香　 ご夫妻 1 日
菅原　　俊・ 浩子　 ご夫妻 4 日
石井　　一 ・ 早苗 　ご夫妻 5 日
広瀬　　潤 ・ 未希 　ご夫妻 5 日
東郷　治久 ・ 富紀子 ご夫妻 6 日
沼尻　真一 ・ 恵里子 ご夫妻 6 日
村上　憲範 ・ かをる ご夫妻 9 日
浦里　浩司 ・ 晴美 　ご夫妻 14 日
中山　正巳 ・ 敬子 　ご夫妻 22 日
瀬戸口　進 ・ 博美 　ご夫妻 23 日
上野　　修 ・ いゆ子 ご夫妻 27 日



つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
  １．真実かどうか   ２．みんなに公平か
  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか
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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区
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会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 64 25 0 4 0 75.29%
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10 月 08 日 12：30 ～ 13：30　例会・ガバナー補佐事前訪問・卓話「ガバナー補佐　石井早苗様」

10月 15日 12：30 ～ 13：30　移動例会　会場：ホテルグランド東雲　招待卓話　演題「仕事帰りにちょっと一杯の生活は正解だった：脳科学からのエピデンス」

   講師　東邦大学医学部名誉教授 /セロトニンDojo 代表　有田秀穂氏

10月 22日 休会 休会（定款細則第 6条第 1節により）

10月 29日 11：00 ～ 17：30　ガバナー公式訪問例会　会場：別館

  11：00 ～ 12：00　ガバナーとの協議会（役員のみ参加）

  12：30 ～ 13：30　ガバナー公式訪問例会（全会員参加）※例会終了後写真撮影

  14：00 ～ 16：00　クラブ協議会（会長・幹事、各委員会委員長参加）

  16：30 ～ 17：30　懇談会（全会員参加） 後日、スケジュールを配布


