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本日のプログラム／ ロータリー財団例会
ロータリー財団　永友委員長第3249回
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メインホテル都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp 濟陽順司

78.85％

都城RC週報
会長 落合　精三 ¦ 幹事 森山芳太郎
都城ロータリークラブ

出席委員会報告 西谷委員長

会長の時間 落合会長

年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：54名

クラブモットー ロータリーの原点である親睦と奉仕の為に集まろう

10月：基本的教育と識字率向上月間第3248回例会報告

MU有会員 10/13  東京南　 　前田

事務局 例会場 クラブ会報委員会 前田尚子、黒木貴則

皆様こんにちは。
今日も例会に出席頂き有難うございます。
薬関係の事はまだ話していませんので、まこち

薬剤師やろか？と思われるといけませんので、
ちょっとだけ話をさせてもらいます。
ドラッグストアとか大型スーパーができる前は

小さな薬局、薬店が沢山ありました。
薬局には薬剤師が、薬店には県の試験に合格した薬種商と言

われる方がやっていましたが、今は名前が変わって登録販売者と
言う名前に変わりました。
ドラッグストアとか大型スーパーはほとんどが登録販売者で、

たまに薬剤師のいる店舗もあります。
薬剤師でなければ販売できない薬もあるのです。
それと昔は入れ薬と言っていましたけど、正式には配置販売

業と言って、1ヶ月に 1 回くらい家庭を回り薬箱をチェックし、
無くなってる分だけを集金し、薬を補充して回ると言う業態の販
売もあります。
何の商売も一緒ですけど、ドラッグストアや大型スーパーに

皆やられてしまい、小さい店舗は激減しているのが現状です。

MU要会員（10/21）

MU無会員（10/14） 祝日週の為 休会　 名

　（前回修正出席率　 　％）

上之、川添、木場、四季、田中、永友、中村(太)、二見、黒木(誠)、湯通堂

古嶋、下森、内野 　 　 14名

  （前回修正出席率　73.08％）

10/26  都城西 佐々木（慈）、吉原、長峯（剛）、長倉、島津

幹事報告 森山幹事

□地区　他クラブ　他団体　報告
●山ノ内ガバナー事務所… 特になし
●井福博文直前ガバナー事務所…地区大会記録誌

　（会員全員）
□クラブ報告
●10/28（金）４ＲＣ交流会
①ボーリング  17:00 ハイレーン
②懇親会    　19:00 Cook・Ｔ

●来週11/4（金）例会は休会

●11/15（火）次年度役員理事候補者指名委員会（歴代会長会） 
１８：００～  川声

●11/18（金）12月定例理事会   例会終了後 13:40
 　メイン1F会議室　　

本日のプログラム　米山記念奨学会担当例会

■卓話　米山記念奨学会委員長 田中穣弐委員長／「米山奨学金について」

米山奨学生は中国出身者が圧倒的に多いことは良く知られていますが、現在の中国は世界の大国
であり、日中関係も良好とはいえず、そのことを指摘するロータリアンも多少いらっしゃいます。
事務局ではどうでしょうか？

　現在、日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の４６．６％が中国人であり、絶対数が多いことが
影響しています。各地区選考委員会は、指定校に対して「推薦者は１か国に偏らないように」など要
望を出し、選考過程において国籍バランスや中国国内の出身地域が多様になるよう配慮しています。
奨学会で比率を決めることはせず、地区で指定校に対する選考の目安を作成し大学に伝え、選考委
員会はその目安の下に選考されています。

　米山奨学生の採用は、全校統一の基準があります。
「将来の目標・留学の目的がきちんとしているかどうか」「交流への熱意があるかどうか」「人柄の良さ」「コミュ
ニケーション能力の高さ」の４つの基準があり、ロータリー米山記念奨学会は２０１２年に公益財団法人となり、
より一層の公平性・透明性を確保するため、このように全地区共通の選考基準で選考をしています。そのうえで、
選考会では、例えば「国籍や県別割合の調整」「地区独自に実施するグループディスカッションの評価」など、地
区の裁量を加えて良いことになっています。奨学生として海外の優秀な留学生をクラブでお世話して学生との信
頼関係を築き、世界の懸け橋になる人材を育てるのがロータリーの米山奨学事業とご理解頂けたら、と思います。

米山記念奨学会委員長を拝命するにあたって、
勉強したことを卓話としてお話しいたします。ま

た、『米山記念奨学会』に気になった点を質問いたしましたので、そのこと
についてもご報告いたします。

質問のお返事は
『公益財団法人　ロータリー米山記念奨学会』事務局長　柚木裕子様

からいただきました。

田中委員長卓話

ＱＲコードから
スピーチの確認ができます

他国に米山記念奨学会と同じような奨学金事業があるのでしょうか。

　台湾のロータリーでは奨学金制度があるようですが、詳細はわかりません。
　米山奨学会と同じような奨学事業と言えば、米山が育てた学友会が、この米山奨学事業の精神を
受継ぎ、台湾学友会と韓国学友会が自分たちで米山に倣った奨学金制度を採入れています。
　台湾や韓国へ留学中の日本人留学生へ奨学金支援をしています。台湾学友会は２００９年に「日

本人若手研究者奨学金」を設立、これまでに累計４２人の日本人若手研究者を支援しています。韓国も又、韓
国に留学している日本人留学生に２０１６年から奨学金を支援しています。２０２２年度は７人、累計２７人の日
本人留学生が奨学金を受けています。まさに米山奨学金で助けられた恩送りを実践しています。
　海外では、奨学金制度というより、７つの重点分野 (SDGｓ) に関するプロジェクトへの支援をする支援事業
はいくつかの国で行っています。
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都城北RC 11/15（火）12:00～13:00 ロイヤル ※夜間例会の為
都城西RC 11/16（水）12:00～13:00 中山荘 ※夜間例会の為

多くの米山奨学生たちがこの米山奨学事業に助けられ、世話クラブやカウンセラーにお世話いただいたことに
感謝の気持ちを持っています。直ぐでなくてもできる時が来たら、どういう形であっても、ロータリーや米山
の精神が受け継がれ、どこかで花開いて恩送りを続けてくれたら、と願っています。

最後にメッセージをいただきました
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　海外では、奨学金制度というより、７つの重点分野 (SDGｓ) に関するプロジェクトへの支援をする支援事業
はいくつかの国で行っています。
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多くの米山奨学生たちがこの米山奨学事業に助けられ、世話クラブやカウンセラーにお世話いただいたことに
感謝の気持ちを持っています。直ぐでなくてもできる時が来たら、どういう形であっても、ロータリーや米山
の精神が受け継がれ、どこかで花開いて恩送りを続けてくれたら、と願っています。

都城西RC 中山荘
都城北RC ※夜間例会の為ロイヤル12:00～13:0011/15（火）
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＜ニコニコBOX＞

＜ロータリー財団＞

＜米山記念奨学会＞

＜教育振興基金＞

2022年　１０月 　２８日（金）
会場：メイン５F

第３２48回 SAA報告

落合　精三 きりんさんお疲れ様です。￥1,000

勢井由美子

(宮崎アカデミーRC)

とても為になる例会に出席できて良かったです。又、メーキャップに参り

ますのでこれから御指導よろしくお願い致します。　　　　　　きりん

￥1,000

福﨑　順久 秋の気配がつよまってきました。￥1,000

渡瀬　　登 きりんさん！ガバナー賞の受賞おめでとう！

きりんさん本日はお越しいただきありがとうございました。

￥1,000

中村　壽秀 ￥1,000

山﨑　忠芳 観月会の後のカラオケでは、栁田委員長にど肝を抜かれました。85点取

りました!!

￥2,000

吉国　広子 田中先生ありがとうございました。楽しい話しでした。

米山月間につき

￥1,000

佐々木慈舟 ￥10,000

木場　智彦 ￥10,000

中村太賀吉 ￥10,000

米山月間につき

木脇　義紹 ￥10,000

月間につき。きりんさんようこそ。

東郷　研哉 ￥10,000

黒木由美子 ￥10,000

田中先生ありがとうございます。米山月間にて。𠮷原　和雄 ￥10,000

河東　光浩 ￥10,000

永友　禎二 ￥10,000

清水由紀子 ￥10,000

木脇　義紹 ＄100

河東　光浩 ＄100
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