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２０２１－２０２２年度 (№９）第３０７２回

予 定
10 月 28 日
10 月 30 日
11 月 1 日
11 月 4 日
11 月 4 日

本日の予定
㈱本間青果
代表取締役 本間充様
「真の経営者を目指して」

例会（令和３年１０月２１日）

休会（クラブ定款第 7 条 1-d により）
第 1 回岩松会長杯ゴルフコンペ
合同幹事会
定例理事会
歴代会長会

前回のゲスト（１０月７日） （敬称略）
なし

次回（１１月４日）の予定
米山奨学生
東北大学大学院情報科学研究科情報基礎科学専攻

ソフィア エルザ フィルディアニー様
「インドネシアのバーチャルツアー：
一周巡りましょう！」
※10 月 28 日の例会は休会です。

前回のビジター（１０月７日） （敬称略）
仙台西ロータリークラブ
梅宮 隆志
有坂 信彦
＊表敬訪問のご挨拶を
いただきました。

（クラブ定款第 7 条 1-d により）

出席率 クラブ会員数４２名
９月１６日 ６４．２９％
９月３０日 ６２．７９％
１０月 ７日 ５５．５１ ％

仙台南-白石ロータリー衛星クラブ 麻生菜穂美

お誕生日おめでとうございます
１０月２２日
西尾
章 会員
（１０月２０日

現在）

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

２８，０００円
１２９，０００円

ご結婚記念日おめでとうございます
１０月３１日
山家 雪雄 会員
１１月 ３日
高橋 玲二 会員
（10/28 休会のため繰上げ紹介）

米山記念奨学会寄付

退 会 報 告（９月２４日） 侯 殿昌会員

１０月７日

坂本 正憲

１０月「経済と地域社会の発展月間／米山月間」
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会員

前回の例会報告
（ハイブリッド形式例会）

「米山奨学会について」
米山奨学会委員会委員(米山奨学生カウンセラー) 坂本正憲会員
1.

私が仙台南 RC に入会した頃、プライドが高い
ミスター・ロータリアンが多数おり、例えばロー
タリーの奉仕活動を通じて修養を積むように求め
られるなどと、何かと、いずい（仙台弁：しっく
りいかない意）雰囲気があって、当クラブはこの
ような土台のもとに設立され、その流れを継続し
てきていると思われます。
職業分類が教育関係の会員があったためか、入
会してから親睦委員のほか、ローターアクトやイ
ンターアクトの委員などをそれぞれ数年間ずつ仰
せ付けられ、その後に至って米山奨学会委員を仰
せ付けられ、この担当は、私の入会以来 29 年間
のうち 14 年間にも渡り、ロータリーの奉仕活動
のキャリアのうち、大半はこの委員会（5 年間は
2520 地区委員に出向く）を通じて当クラブの奉
仕活動をしてきたものでした。
2. ロータリー米山記念奨学会事業は、国際ロータ
リーの理念である国際理解と平和の推進に寄与す
ることを具体化した日本における独自事業です。
国際的にも文部科学省にも優れた事業として評価
されています。
勉学又は研究のために来日し、大学等高等教育
機関に在籍する国費留学生以外の私費留学生を対
象（主にアジア地区）に奨学金を給付し、日本と
留学生母国との懸け橋となる人材を支援育成し、
世界平和に貢献したいという高い理念のある事業
です。
仙台南 RC では、主な事業の一つとして長年に
わたって寄付金を拠出し、この事業を実践し国際
交流と親善に寄与してきました。日本のロータリ
ーでは、この事業を実践することによって、ロー
タリーソングの「奉仕の理想」のとおりロータリ
ーのロータリーゆえんの際立った特質を持ってい
ます。その重みはいかんともしがたく、当クラブ
の一層のご協力はますます重要です。
3. 米山記念奨学会の事業を実施し、支えていくの
は会員皆様の寄附金によるものです。米山奨学金
の事業費(2019～20 年度決算)は 14 億 6 千万円で、
外国人留学生の民間奨学金では国内最大規模。こ

れまで奨学生数の
累計は 21,624 人(2020 年 7 月現在）
、その出身国
は 129 ヵ国でアジア地区の奨学生が約 94％にな
る。仙台南 RC は、世話クラブとして本年度まで
に 30 名の奨学生をお世話してきました。
2520 地区で寄附金累計額は、仙台南 RC は熱
心な先輩会員の貢献により、以前は第 2 位を占め
ていたが、現在は第 3 位。現在の仙台南 RC の寄
附金累計額は 3,162 万円（2020～2021 年度）で、
2017 年に 2052 地区で 3 千万円の寄附金を拠出し
た 3 番目のクラブとして、（公財）ロータリー米
山奨学会理事長から「3 千万円達成クラブ」の感
謝状を授与されました。
4. 奨学生の配分は、寄附実績の割合で連動して
算出され、米山記念奨学会理事会で、年度ごとの
奨学生数と地区割当数を決定し、次に地区米山委
員会で指定校と被推薦者を決め、書類審査と面接
試験を実施して選考し、世話クラブに配分するこ
とになります。米山奨学生の世話クラブにはなる
ためには、2520 地区内のクラブにおいて寄附金
総額と会員一人当り平均寄附金額が上位のクラブ
にランクされる必要があります。
寄附金の拠出方法は、普通寄附（各クラブ予
算・寄附金額×年度当初の会員数）と特別寄附金
（会員の個人寄附）の２つがあり、各クラブとも
本来は、後者のウェートが高いが、当クラブでは
最近後者の寄附金が低調で寄附金が減少し、伸び
悩んできています。以前は毎年のように奨学生が
配分されていたが、最近の構図では配分されなく
なってきています。
米山奨学生の世話クラブに選ばれて、この事
業に貢献することは、RC の中でも優れたクラブ
と目されているようです。当クラブの会員一人当
り平均寄附金は、以前、１万円を超しており 3 万
円を超したときもありました。仙台で 2 番目に設
立された歴史と伝統のある名門クラブを自負して
きた会員諸氏が残した過去の実績にたよるばかり
ではなく、会員皆様の積極的な協力が必要となっ
ていますこと重ねてお願いいたします。

米山奨学生 奨学金授与
日時：１０月７日（木）１２：００～（例会前）
会場：仙台国際ホテル１F ロビー
東北大学情報科学研究科博士課程 2 年
ソフィア・エルザ・フィルディアニーさんへ、
米山奨学会委員会より奨学金を授与しました。

第 2520 地区ローターアクトクラブ芋煮会
日時：１０月９日（土）１１：００～
会場：広瀬川牛越橋河川敷

坂本

正憲会員：当校にＡＩ顔認証デバイス（体表面温度計測機）をご寄贈下さいまして誠にありがとうご

ざいます。コロナ禍において教職員は学生の保健管理がしやすくなったと喜んでおります。
松良

千廣会員：やっと宴会再開です。ロータリーランチも再開しましょう。

鈴木

俊一会員：①仙台西 RC の有坂幹事様、ようこそおいでくださいました。仙台西 RC の有坂幹事は高

校、大学の同級生です。②公式訪問一段落。あと少しです。明後日はローターアクトの芋煮会に行きます。
皆様もどうぞ！
山家

雪雄会員：坂本先生の卓話に感謝してニコニコです。

岩松

正記会員：坂本会員、熊谷会員、本日はよろしくお願いいたします。

大江

広満会員：リモート参加、ガバナー公式訪問の同行等で実は今年度初めても例会参加です。皆様とお

会い出来てニコニコ。
熊谷

一也会員：結婚記念のお祝いありがとうございます。34 回目です。

早坂

慎一会員：坂本さん、熊谷さん、本日は卓話ありがとうございます。楽しみにしております。

本 日 の M E N U：洋食料理

○カボチャのクリームスープ“カプチーノ”ベーコンの薫り
○ローストポークの葉山葵入りオランデーズソースのグラチネ 秋野菜添え
○デザート

○コーヒー

○パン

