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今週の月曜日に足立区の鹿浜三丁
目の交差点で、追突事故に遭ってしま
いました。最初は大丈夫だと思っていた
のですが、事故の実況見分調書を取っ
ているときに気分が悪くなり念のため救
急車で病院へ行くことになりました。しかし、その日は子
どもが乗っていたため、取りあえず救急隊員を助手席に
乗せて近くのファミレスまで私が運転して移動することに
なりました。救急隊員も自分が運転して移動することはあ
っても、助手席は初めてですと言っていました(笑)。
結局、軽いむち打ちでしたが、事故を起こすとその後
が大変です。当日は病院でレントゲンを撮りましたが、整
形外科の先生がいないので金曜日にもう一度東京の病
院へ行き診断書をもらわなければなりません。そして、そ
の診断書を持って再度警察にも行かなければならないの
です。皆さんはご存じかもしれませんが、私達経営者は、
事故の際に保険での休業損害がでません。こちらに非が
無いのに、これだけ時間と労力を使っても何の保障もな
いのです。しかも、相手方は仕事中での事故ですが、本
人や会社から未だ電話一本もありません。私は新聞屋な
ので、まれにこのような事故が発生することがあります。
自分に非がなくても、その時は経営者としてすぐに菓子
折りを持ってお詫びに行くのが常識だと思っています。私
はいったいこの理不尽さをどうしたらよいのでしょうか。

ロータリーでは、ポリオ撲滅に力を入れていますが、先
日新聞に、「パキスタンで、ポリオ予防接種を拒絶した親
を 100 人以上逮捕した」というニュースを見ました。ポリオ
の感染拡大は予防接種によって撲滅できるだけに、国際
的な批判をうけていたパキスタンが、親の逮捕という強硬
策に出たようです。
次年度 RI 会長の K.R.ラビンド
ラン氏が、ロータリーの友今月
号で、ポリオ撲滅について語っ
ています。スリランカでのポリオ
撲滅キャンペーンの成功とパキ
スタンとの違いは、識字率です。
スリランカは内戦中でありました
が、政府軍も反乱軍も読み書き
ができ、子ども達を守るためワク
チン投与の必要性を理解できました。そしてロータリーが
仲介者としての役割を果たし、ポリオワクチン投与の停戦
が実現したのです。それに対しパキスタンでは、タリバン
の大部分は読み書きができません。次世代を守ることよ
りも反米感情が先に立っているのです。今、オバマ米大
統領夫人ミシェルさんが、途上国の女子教育推進のため
に来日しています。彼女自身も貧しい労働者層の出身で
すが、成績優秀で、名門大学に進学し、弁護士となった
才女です。「世界中には優秀な女性がたくさんいます。し
かしそのような女性も教育を受けられないでいます。全て
の女性が教育を受けられるよう支援しましょう」と言ってお
りました。ポリオワクチンの必要性や接種率も母親が読
み書きできればぐっと上がるかもしれませんね。
先般 2 月 4 日(水)お台場のホテルで、RI 会長ゲイリー
会長ゲイリー C.K. ホァンご夫妻をお迎えしての「ジャパ
ン・ロータリーデーIN 東京」が開催され出席して参りまし
た。日本全国のロータリアンが集まり１つのテーブル 10
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もちろんこれを食べたからってすぐに治るわけではありま

なく平均年齢は 70 歳を超えているそうです。網走のクラ

せん。また、食物アレルギーの方は十分気を付けて摂取

ブは、平均年齢 60 歳くらいで会員が増加傾向にあると言

してください。毎日の食生活で少しずつ摂取することが大

っていました。このように、違う地区の会員の方と接する

事です。季節の変わり目で体調を崩しやすいので皆様ど

のも勉強になりますね。

うぞご自愛ください。

話は変わりますが、春日部、宮代、杉戸の読売新聞販
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地区チーム研修報告（ライラ）

折原(
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売所のグループで、フィリピンの子ども達に使用していな

本年度私は、青少年奉仕部門のライ

い靴、T シャツ、文房具を送る国際事業をしています。新

ラ委員会に出向しております。次年度

聞のチラシを入れたのですが、多くの方にご協力を頂き

はローターアクト委員会とライラ委員会

ました。国際的事業というとハードルが高いですが、一般

が一つとなりました。これは対象となる

の方でも声をかけるとこのように協力的な方が意外と多

青少年が同じ世代であることが理由で

いことが分かりました。奉仕活動はまず自分のできること

す。またこの委員会を一つにすることで、参加者も募りや

からと言いますから、このような形でも一般の方を巻き込

すくなります。委員長もそれぞれにつけるので、１つの委

んだ活動すれば、ロータリーも身近なものになるのではと

員会に 2 人になりますが、協力し合って相乗効果を出して

思います。

いくねらいもあります。私はライラ担当になりますが、ロー
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ターアクトに関しても知識を深める良い機会ですので、こ

国際ロータリー第 2580 地区より、

れをクラブに持ち帰り反映できればと思います。

平氏 27 年 6 月 5 日(金)サンパウ
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ロ国際大会で開催される「ジャパ

青少年交換委員に出向することにな

ンナイトパーティー」の案内が届

りました。今回は顔合わせということで、

いております。国際大会に参加さ

委員会のアウトラインをお伺いしてきた

れる方で登録を希望する方は事務局まで。

ということです。今回の RI のテーマが

米山記念奨学部門より、平成 27 年 4 月 11 日にさい

“Be a gift to the world”「世界のプレゼ

たま市文化センターで開催される「カウンセラーと米

ントになりましょう」という意味ですね。“We are a gift to

山記念奨学生（新規・継続）オリエンテーション開催

the world”「自分自身を捧げましょう。何かやる時は、思

の案内が届いております。

いやりを持ち、暖かい手を差し伸べましょう。人の為に何

米山奨学生
今日は花粉症について少し調べてき

康 鎮凡君

かをするときは、全身全霊を傾けてやりましょう。」という
テーマになっています。

ましたのでご紹介します。アレルギーの

先日幸手中央 RC に初めてメイキャップをして参りまし

症状を抑える食品は、1 番はヨーグルト

た。例会でローテックスさんの話しがあり、留学経験が彼

です。ヨーグルトに含まれる『プロバイオ

女たちの人生の中でいかに大きい意味があったのかとい

テックス』はアレルギー症状や炎症を抑

うことが分かりました。とてもいいプログラムに入れてもら

える効果があるそうです。

ったので私もできるだけ頑張ろうと思っています。
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米山)
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栗原会員

本日は、米山の基礎知識についてセミナーで使用した

各地区（３４地区）にある米山記念奨学部門委員会は、米
山奨学会の出先機関のような存在で、地区の委員会は

PP をもとにお話しさせて頂きたいと思います。

米山奨学会で定められた規定・方針に従って活動してい

ロータリー米山記念奨学事業とは

ます。

全国のロータリアンから頂いた貴重な寄付金を財源とし
て、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援す
る国際奨学事業です。

日本最大の民間奨学事業
1 年間の奨学生採用数は、全国で約 700 人（2012 年度ま
では 800 人でした。）これまでに支援した奨学生数は累計
米山記念奨学事業の「米山」とは？

で 18,104 人 (2014 年 7 月現在）その出身国は世界 123

日本で最初のロータリークラブ（東京ロータリークラブ）を

の国と地域に及びます

創立した米山梅吉氏のことです。日本のロータリーの父

年間事業費は 12.4 億円(2013 年度決済）日本には、外国

と言われ、平和を愛し、青少年や留学生に手をさしのべ

人留学生を対象とする民間奨学団体が 129 団体あります

た人です。

が、米山奨学事業はその中で最大の事業規模です。

米山記念奨学事業の「記念」とは？
故・米山梅吉翁の功績・偉業を称え（記念して）米山氏の
没後 1952 年東京ロータリークラブが「海外からの優秀な
留学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業の構想」
を立案しました。
米山記念奨学事業
東京ロータリークラブの単独事業としてスタートし、その
後全国のロータリークラブに支持され共同事業へと発展
1967 年に財団法人ロータリー米山記念奨学会が設立さ
れ 2012 年１月４日に公益財団法人となりました。
現在では 60 年以上の歴史を持つ、ＲＩ（国際ロータリー）
に認められた世界に例を見ない、日本のロータリー独自

奨学生の選考：指定校推薦制度を採用

の日本全国３４地区による多地区合同奉仕活動となって

優秀な留学生を指定校（当地区は現在８校）から推薦し

います。

てもらい、候補者を地区ロータリアンが書類審査・面接試

《事業内容》 奨学金の支給、ロータリアンと奨学生との

験を行い選考する。

交流、世話クラブとカウンセラー制度、国内外での学友会

奨学金（毎月）学部課程 10 万円、修士・博士課程 14 万円

活動で、米山記念奨学会が主体となり、米山奨学事業の

米山奨学制度の年度：４月～翌年３月、合格者は４月か

実際の運営を行っています。

ら正式に米山奨学生となり、奨学金が支給される。

奨学金の返還義務なし奨学金制度応募対象 ４５歳まで
米山奨学生の奨学期間

２．奨学生・カウンセラー・世話クラブ・大学指導教官の
協力関係を深める。

奨学生の対象者は、各課程の最終学年、もしくはその１
つ前の学年に在籍している学生
・学部４年、修士課程２年、博士課程３年の学生
⇒奨学金支給期間１年間
・学部３年、修士課程１年、博士課程２年の学生
⇒奨学金支給期間２年間（継続生）
世話クラブ・カウンセラー制度
世話クラブ・・・奨学生には、地域のロータリークラブの中
から「世話クラブ」が選ばれ、ロータリーとの交流の起点と
なります。奨学生には世話クラブの例会や行事には積極
的に参加してもらいます。
カウンセラー・・・世話クラブの会員の中から「カウンセラ
ー」が選ばれ、日常の相談役となり、奨学生の精神的な
ケアも行われています。
米山奨学生は、ロータリアンとの交流を通じて、「真の日
本」を知り、「ロータリーが求める平和の心」 「ロータリー
の理念」などを学んでいます。
第２７７０地区の米山奨学生採用数の推移
２０１０学年度（井橋ガバナー年度） ： ３８名

出席報告

折原会員

２０１１学年度（三國ガバナー年度） ： ３６名

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

２０１２学年度（田中ガバナー年度） ： ３３名

40

12

28

2

14

65.00
65.00%

２０１３学年度（渡邊ガバナー年度） ： ３１名

スマイル報告

２０１４学年度（濱野ガバナー年度） ： ２８名

渡辺副会長：
渡辺副会長： 本日は、会長代理です。

２０１５学年度（井原ガバナー年度） ： ３１名

関口会員
関口会員：
会員： 杉戸宿案内人認定式のため早退します。

折原 会員

折原(
折原(正)会員：
会員： サム君の家族がもうすぐ来日しますので、
皆様よろしくお願いします。

武井(
武井(章)会員：
会員： 地区チーム研修報告ご苦労様です。
田中会員
田中会員：
会員： 地区研修報告ありがとうございます。
下津谷会員
下津谷会員：
会員： 細井さん忙しい中、当社のゴルフコンペに参
加頂きありがとう。

栗原会長：
栗原会長：真中
会長：真中会員
真中会員：
会員：矢島会員：深瀬会員：
戸賀崎会員：折原(
戸賀崎会員：折原(弥)会員：

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額
部門全体として取り組む課題
１．奨学生の選考・・
①特定の国に偏らない募集選考の方策を検討する。
②なるべく最終学年の学生を採用したい。
③なるべく博士課程の学生を増やしたい

１８，０００円
１８，０００円
９１７，５
，５００円
９１７
，５
００円
１，２００，０００円

＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊

