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２０１８－２０１９年度 (№.５）第２９６０回

本日（9 日例会振替）の予定
インターアクト年次大会
於.常盤木学園高等学校

次回（8 月 23 日）の予定
ビュッフェ例会
※次週 8 月 16 日例会はお盆休会です。

出席率 会員数３６名
７月１２日 ７２．２２％
７月２６日 ６２．６６％
８月 ２日 ７０．２７％（８月６日現在）

先週のビジター（８月２日） （敬称略）
RI2520 地区第 7 分区
ガバナー補佐 松坂宏造
ガバナー補佐松坂様より、
年度初めのご挨拶をいただきま
した。

仙台国際ホテル
毎木曜日 12:30～13:30
〒980-0021
仙台市青葉区中央四丁目 6－1
TEL．223-3652 FAX．223-3662
sendaisr@star.ocn.ne.jp
鈴木 俊一
和田 達雄、松良 千廣
高橋 玲二
佐々木利晃 日置 道隆 西尾
山下 晴輝

お盆休暇
来日性ホストファミリー引き渡し式
夜間例会「ビアホール」
第１回鈴木俊一会長杯ゴルフコンペ
合同幹事会
定例理事会
クラブアッセンブリー
ガバナー公式訪問
第２回鈴木俊一会長杯ゴルフコンペ

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

仙台西 RC 会長古積様、
幹事今野様より、表敬訪問の
ご挨拶をいただきました。

３８，０００円
９４，０００円

米山記念奨学会寄付
８月 ２日
８月 ２日

坂本 正憲 会員
熊谷 晴樹 会員

ロータリー財団寄付
８月 ２日

仙台西ＲＣ
会長 古積 昇
幹事 今野 聡也

章

例会（平成３０年８月７日）

予 定
8 月 16 日
8 月 26 日
8 月 30 日
9月 1日
9月 3日
9月 6日
9 月 20 日
10 月 4 日
10 月 20 日

先週のゲスト（８月２日） （敬称略）
宮城県立視覚支援学校 学校長 菅井理恵
文部科学省 官民協働海外留学創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ補佐 荒畦 悟
文部科学省 官民協働海外留学推進戦略本部
官民協働海外留学創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 服部竜也

バリー・ラシン
田中 堯史
鈴木 俊一

熊谷 晴樹 会員

８月
「会員増強・拡大月間」
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前回の例会報告
平成版“岩倉使節団”文部科学省初の官民協働事業
「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」成果と可能性」
文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト
プロジェクトディレクター補佐 荒畦 悟 様
初めまして、トビタテ！留学 JAPAN 事務局の荒畦
悟と申します。
高校時代にアメリカ・アラバマ州へ人生初となる海
外留学へ行き、上智大学時代はアイセックという留
学生支援団体で活動しておりました。卒業後、人材
育成のキャリアを一貫して歩み、2014 年に、トビ
タテ！留学 JAPAN の創業に参画致しました。
トビタテ！留学 JAPAN(以下、トビタテ)は、2013
年に設立した文部科学省初となる官民共働プロジ
ェクトです。当時の下村文部科学大臣、世界経済フ
ォーラム（ダボス会議）のヤンググローバルリーダ
ー達、そして趣旨に賛同する企業・団体によって立
ち上がりました。支援企業は現在 232 社・団体にの
ぼり、産業界を中心に世界で活躍できるグローバル
人材育成に取組み、2020 年までに１万人の学生を
海外留学に送り出すことを目標としています。
トビタテは、民間からの寄附を奨学金の原資とし
ており、国費で扱えない先進的なプログラムを実施
することが可能です。
旧来の国費留学制度では、成績・語学力など様々
な条件があり、全ての意欲のある学生が留学できる
わけではありません。トビタテでは一人ひとりの意
欲、情熱、独自性を重視し、民間企業人事が選考を

行います。留学コー
スは、理系・新興
国・世界トップレベル大学・多様性人材・地域人材
などを用意しており、留学先は約 100 ヵ国、これま
で約 6,000 人を輩出しています。
大きな特徴として留学前後の研修があり、留学
前には目標設定・意識づけを行い、帰国後も留学
経

験を振返る機会を設けています。留学中には必ず日
本のことを発信し、帰国後に、留学の価値や海外で
の経験を後輩達に伝導することもミッションとな
ります。
また高校生の留学はニーズがあり、教育効果も高
いと言われていますが、国費支援額が大学生への予
算の 1.5%程度しかなく、この問題も取り組んでお
ります。
オールジャパンで日本の若者の挑戦を応援して
いきたいと考えておりますので、皆様のご理解、ご
支援を宜しくお願い致します。

宮城県立視覚支援学校奨学金授与
宮城県視覚支援学校
学校長 菅井 理恵 様
８月２日例会に於いて、
２０１８－２０１９年度宮城県視覚支援学校の奨学生
専攻科 理療科２年 笹本麻衣子さん
専攻科 理療科３年 今野正彦さん
専攻科 理療科３年 佐々木彩花さん
上記３名に、鈴木会長より菅井先生を通して
前期分合計９０，０００円をお渡し致しました。

ガバナー補佐 松坂宏造様：本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます。1 年間宜しくお願いします。
仙台西 RC 会長 古積昇様、幹事 今野聡也様：新年度の挨拶に伺いました。今後とも親子クラブとし
てどうぞ宜しくお願い致します。
松良 千廣会員：佐藤三生元会員のお孫さんが常盤木の陸上部で活躍中であることが解かりました。
ニコニコです。
星

毅会員：本日は松坂ガバナー補佐においで頂き、ありがとうございます。仙台西 RC より会長、

幹事に御訪問頂きニコニコです。
鈴木 俊一会員：本日はたくさんのお客様がいらっしゃいました。ニコニコです。
和田 達雄会員：熱さにニコニコ。負けない！
岩松 正記会員：何もありませんが、とりあえずニコニコで。
五十嵐 章会員：腰痛の為、先月から週 2 回の整形外科通いで、牽引とマッサージを続けています。お
陰で少し痛みが取れたのでニコニコです。
熊谷 晴樹会員：7 月 31 日、無事期末を迎えました。結果はともかくニコニコ。
圖子 睦夫会員：孫が半年過ぎハイハイできるようになりました。

