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前回例会報告
第２４４３回例会

２０２０年１０月１５日（木） １２：３０～
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委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会

卓話時間

『米山奨学生になる前と今』

米山奨学生 邵 有芸 君

点鐘

   
例会ではマスク着用を義務としています。

アルコール消毒もお忘れなく！

９年 渡部哲生 会員  ６年 森  直基 会員

３年 高見 仁 会員・林谷浩二 会員    おめでとうございます！

【米山奨学制度とは？】

今月は、「経済と地域社会の発展月間」であると同時に米山月間でもあります。

米山奨学制度は、既にご承知の通り、国際ロータリー（RI）の事業ではなく、歴史的にも

世界に類をみない日本独自の国内最大の民間国際奨学事業になります。RI は国や地

域とは関係なく、全世界をゾーンと地区に分けているという話を前にしましたが、日本には

ＲＩ日本事務局がありますし、日本だけのガバナー会も存在します。徹底されていないとい

えばその通りですが、何かと日本という括りで動く方が便利なことも多いのも事実です。

米山奨学制度は、１９５２年東京ＲＣが始めた事業です。日本のロータリーの産みの親で

ある米山梅吉氏を偲ぶ気持ちから創立されたそうです。

その後日本全国に広がり、１９６７年、財団法人米山記念奨学会が設立されています。

この財団法人の設立趣意書には、その目的として、主としてアジア諸国、又はその他のロ

ータリー所在国の学生又は学者に対し、わが国において勉強又は研究するための奨学

金を支給し、よってロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与することとされていま

す。

これまで累計の奨学生は、約２万人で、国・地域別では、

１， チャイナ ３３．２％

２， 韓国   ２２．７％

３， 台湾   １７．９％

４， マレーシア ４．７％

５， ベトナム  ４．３％

６， その他  １７．２％

合計１２９の国と地域となっています。

その後、米山学友を中心に発足したロータリークラブが5クラブあり、ロータリアンになった総

数は２３８名（台湾８２，韓国６８，チャイナ４７）で、米山学友から米山への寄付総額は

累計約３５００万円です。

よくある質問として、何故チャイニーズ奨学生が多いのですか？があります。

現在、日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の４１％がチャイニーズであることが影

響しています。ただ、累計ではチャイナは３３％ですから、米山としては他国とのバランスを

考慮して選考していることが窺えます。

チャイニーズの米山学友は各方面で活躍されていますが、中でも、東大博士課程から日

本の医師国家試験に合格して、東大医学部産科婦人科教室に入局して研究をしてい

る方、広大医学部客員研究員として医学博士号を取得し、二胡の演奏活動で活躍し

ている方（広島西南 RC が世話クラブ）、筑波大大学院で学び、帰国後は蘇州で剣道や

合気道などを教える武術館を開いた方、旭川医大大学院を卒業後、四川省疾病対策

センター副所長として日本を含む国際的な共同研究に参加している方、広島経済大学

で特別客員教授でチャイナマクロ経済研究の第一人者の方、香港衛星テレビ東京支局

長をされている方など、多くの学友がいます。

今年度うちのクラブでお世話をしている邵 有芸さんにも是非素晴らしい学友になっていた

だきたいと思います。

【本日の例会 第２４４４回例会】

２０２０年１０月２２日（木） １２：３０～

《第３２回姉妹クラブ友好提携継続調印式》

【例会プログラム】

点鐘

来客紹介

会長挨拶 広島北 RC 会長

京都伏見ＲＣ会長

姉妹クラブ友好提携継続調印式

幹事報告

委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『世界ポリオデー２０２０を迎えて』

財団プログラム委員会

委員長  林谷 浩二 会員

点鐘

【出席報告】  クラブ総務委員会

２０２０年１０月１５日（木） 会員総数 １０１名

出席 ８２名 欠席 １９名  ゲスト１名

【来客紹介】  親睦委員会

ゲスト 邵  有芸 君 （米山奨学生）

連続出席表彰

会長時間       会長  久保 豊年
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《お知らせ》

*次週例会で「第３２回姉妹ｸﾗﾌﾞ友好提携継続調印式」を行い

ます。

《BOX 配布物》

*ロータリーの友

会報ＩＴ委員会 上田会員

*ロータリーの友１０月号のご紹介

縦書き５６ページ

コロナ禍の中一日も休まずに老舗温泉旅館を創業１００年以

上営業されている４代目社長佐々木義朗さんの記事

横書き７ページから１１ページ

７月に熊本県南部を襲った豪雨災害の記事が載ってます。特に

災害が酷かった人吉にはわが広島北ＲＣも防護マスク、保護メ

ガネ等を支援しました。他のＲＣからもミネラルウォーター、エタノ

ール除菌、約５００kg の支援物資を送られてるそうです。

職業奉仕社会奉仕委員会 桑原副委員長

*前年に引き続き「矢野の

家こども食堂」に対する

支援事業として、今年

度は大型ＩＨ炊飯器２

台の寄贈とそれを使用

するための電気工事を

行い、去る１０月２日

（金）に現地で贈呈式を

実施しました。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
久保豊年会員・塩本会員・下前会員･濵本会員・渡部会員

邵 有芸くん、本日はようこそお越しくださいました。卓話、楽し

みにしております。

職業奉仕社会奉仕委員会より（中川良浩会員・丸本会員・

岡部会員・小林孝憲会員・桑原会員・岡崎会員・水野会

員・神農会員・竹内会員・吉良会員・三宅会員・高井会員・

チョードリー会員・石原会員・榎会員） １０月２日に矢野の家

で業務用炊飯器２台と電気工事一式の寄贈式を行いまし

た。おかげさまで矢野の家の皆さんにもとても喜んでいただけまし

た。久保会長の素敵なﾒｯｾｰｼﾞも夕方のﾆｭｰｽで流れました。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

米山奨学委員会より（森会員・池久保会員・中尾会員・菅

会員・荒本会員・赤木会員・樽本会員） 本日は米山奨学

委員会担当例会として米山記念奨学生 邵 有芸君の卓話

をさせて頂きます。よろしくお願い致します。

平井会員 先日、妻の誕生日にとても素敵なお花を送って頂

きました。昨年末、広島北ＲＣに入会させて頂いてから初めて

の妻の誕生日でしたので、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞな贈物に妻も大変喜んで

いました。素敵なお心遣い、有難うございました。

渡部会員 連続出席のお祝いありがとうございました。

森会員 連続出席表彰、ありがとうございます。７年目に突入

します。今後もご指導よろしくお願いします。

高見会員 入会から３年が経ちました。あっという間の気がしま

す。これからもよろしくお願いします。

林谷会員 本日、連続出席で表彰して頂けることになりまし

た。今後も頑張って出席したいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

中川良浩会員◇ 本日所用のため欠席しております。また１０

月２日の「矢野の家こども食堂寄贈式」の際、寄贈品に貼るﾛ

ｰﾀﾘｰﾏｰｸｼｰﾙを忘れてしまいました。すみませんでした。あわせ

て２枚出宝します。

古谷会員 本日、所用のため早退させていただきます。

久永会員 所用により早退させて頂きます。

【職業ニコニコ】
菊地会員・東会員・貞木会員・久保雅史会員・池久保会

員・山下会員・越智会員・佐々木会員 山坂さん、福岡東シ

ョールーム新規Ｏｐｅｎおめでとうございます。福岡制覇まであと

少しですね。益々の繁盛を祈念しています。

岡部会員 本日弊社浜松に焼肉寿司オーダーバイキングカル

ビッシュ浜松西伊場店（にしいばてん）のオープンのため欠席い

たします。浜松で狼煙をあげてきます。

当日計 ２９，０００円  累計 ３８０，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

１００万ドルの食事 実施報告

１０月１５日の例会食事を「１００万ドルの食事」としましたが、８２

名の会員が出席しましたので、下記の金額を米山記念奨学会

に寄付することが出来ます。

ありがとうございました。

一人当たり１，３８８円×８２名   １１３，８１６円

委員会報告

幹事報告       幹事  下前 嘉彦
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『米山奨学生になる前と今』

米山奨学生

邵  有芸 君

学生生活最後の１年で、米山

奨学生に選ばれた事を光栄に

思います。なぜかと言うと、ロータ

リー米山記念奨学会は留学生

を支援する民間最大の奨学団

体です。日本文部科学省２０２

０年４月に公表した外国人留学

生数は約３１万人があります。その中で米山記念奨学生の年間

採用数は僅か８６０人で、取得難易度が高く、留学生全員が憧

れている奨学金だと言えます。こんな奨学団体に認められる事を

私の一生の誇りにさせて頂きます。

また、２０２０の年で米山奨学生に選ばれた事を幸せに思います。

コロナウイルスの関係で、今までやってきたホテルでのアルバイトは

未だに復帰できていません。ロータリー米山記念奨学金の御支援

があったから、今年は生活費を心配せず、研究に専念できるよう

になっています。

また、ロータリー米山記念奨学会は他の奨学団体にはないカウン

セラー制度がありますから、異国でも不安に思っている事を気軽に

相談できる相手が存在し、心強く生きていけます。

さらに、同じく米山奨学生になれた同期の中でも、自分はとりわけ

得に思います。広島北ＲＣに分配され、クラブの皆さんがすごく優

しく対応して頂いた事によって、最初、未知に対する不安がすぐに

打ち解けました。そして、カウンセラーの池久保さんもきちんと責任

を持って私の面倒を見って下さっています。他の米山奨学生の話

を聞く限り、池久保さんを超したカウンセラーさんは誰一人もいな

かったと勝手に思っています。

その他、米山奨学各種の活動や例会に参加する事を通じて、長

年日本に住んでいても、なかなか触れる事がない日本の文化、

習慣などを理解し、より日本社会に馴染みこむ事が出来ました。

なので、ご支援をくださった広島北ＲＣの皆様に深く感謝しており

ます。

今後、米山奨学生として卒業しても、ロータリーで学んだ事を忘

れず、社会でポジティブに頑張っていきたいと思います。世界のどこ

に居てもロータリーの精神を念頭に置き、自ら行動を起こし、社会

貢献できるよう努めたいと思います。

２０２０年８月２０日に国際ロータリー第２７１０地区の１泊２日の

米山研修旅行に参加しました。旅行先は広島の観光名所であ

る、平和公園及び宮島でした。広島在住の私にとって、決して馴

染みが無い所ではありませんが、今回は別様な味わいがする旅

行でした。

初めて見ず知らずの人と一緒に旅行するせいで緊張しながらも期

待したい複雑な気持ちで、当日の朝、集合場所である広島駅に

向かい、同行する米山委員の方々と、各地から集まって来た留

学生達と合流しました。ソーシャルディスタンスの関係なのか、見

知らぬ人といきなり会面したのが原因なのかがわからないですが、

出発まではみなさんがお互いの距離を取って、無言のままで少し

「気まずい」ひとときを過ごしたのが印象に残りました。

旅行の１番目の目的地は平和公園です。広島駅から電車で移

動し、原爆ドームの付近で降車し、広島平和記念資料館に向

かいました。歩行で移動する際に、皆さんが徐々に距離を近づけ、

お互い自分の名札を見せ合いながら交流する様になりました。

この人は韓国人で、その人が山口に在住、あの人が４年前に来

日したが、既に小学生の頃から日本語を勉強し始めたなど、言

語学校１年生から博士３年生までに、各々異なる経歴を持つ留

学生ですが、同じなのは皆さんが米山奨学生である事です。

奨学生の申請・面接の際の話を始め、将来の計画・抱負まで。

ただの何時間の中、まるで親友の様になれました。

広島平和記念資料館を参観した後、平和公園発宮島桟橋着

の世界遺産航路で運行するフェリーに乗り、午後は弥山山頂展

望台と宮島水族館の観光をしました。晩ご飯はホテルの会席料

理をご用意され、来日して７年間も経ちましたが、本格的な会席

料理は初めての経験でした。食事中は自己紹介を始め、１日の

感想、故郷の紹介、日本の好きな場所など、美味しい料理をい

ただきながら、集合時と異なる、心地良いひとときを過ごせました。

翌日は厳島神社を参拝し、社殿に上がって御祈祷をする様な貴

重な事も経験できました。

今回は１泊２日の短い旅行でしたが、別れる際にはなぜか、目が

潤んでしまう人もいました。最初で最後の研修旅行が終わった悲

しさ、やっと友達になれた人達と別れるつらさ、若しくは現実に戻り、

未知の将来に対する不安な感情が溢れていたのかもしれません。

集合時の「気まずい」を上回る「気まずい」ひとときでした。でも、こ

うして、私たちの間で友情という物が生まれ、この友情こそは今回

の旅行を通じて皆さんが求めているものだと考えています。来年、

再来年、コロナウイルスはきっと終息し、私たちもきっと再会できま

す。そして、この友情もきっと私達を繋ぎ、将来はロータリー米山

学友として人と人のネットワーク構築に力を発揮できると思いま

す。

卓話時間 米山研修旅行 感想


