
   ２０１１年１１月第３週号 

第２３３６回 
平成２３年１１月１８日(金) 点鐘１２：３０〈曇り 〉  

◆ロータリーソング  『手に手つないで』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

・本日のゲストスピーカー／米山奨学生 

ディサーナヤカ・ムディヤンセラーゲー 様 

・本日のゲスト／国際ロータリー第２７９０地区米山記念

奨学会委員会 委員長 山本 康昭様（千葉西ＲＣ） 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

 本日のゲストスピーカーはスリランカからの米山留学生

です。スリランカは以前セイロンと言っており、紅茶で有

名です。先ほど、国友会員が５０年前に仕事でスリランカ

に何度か行かれたとのことで懐かしいと仰っていました。 

 今、ブータン国王ご夫妻が新婚旅行を兼ねて日本を

訪問中でテレビ新聞等いろいろ報道されています。 

ブータン王国は、インドと中国に挟まれていて、面積

でいうと九州と同じくらいで人口は約７０万人。教育費と

医療費は無料とのこと。４０年前に前国王が提唱した国

民総幸福量(Gross National Happiness, GNH) は、「国

民全体の幸福度」を示す“尺度”です。国民総生産（ＧＮ

Ｐ）で示されるような物の豊富さや便利さで推し量る物質

文明の考え方ではなく、精神的な豊かさ、環境問題、伝

統文化など、今の世の中を考えるのにピッタリの国だと

思います。 

■ 入会式                              

大塚 裕正会員 （大塚運輸㈱ 代表取締役） 

≪紹介者：小林 透会員・伊藤和夫会員≫ 

 こんにちは。こういう会に入会するの

は、私にとっては初めてのことですの

で、これから先、いろいろと分からない 

 

ことだらけだと思います。皆様にご迷惑をおかけするかと

思いますが、一生懸命頑張って行きたいと思いますので

宜しくお願い致します。 

■ 委員会報告                          

◇ＲＹＬＡ委員会より（向後保雄委員長） 

≪第３５回ＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム） 

セミナー≫ 開催のご案内 

 日時⇒ 平成２４年２月１８日（土）～１９日（日） 

 場所⇒ 船橋市立「一宮少年自然の家」 

青少年の推薦（男女各１名）を宜しくお願い致します。 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

 本日例会終了後に「ロータリー活動の基本と国際奉

仕」について勉強会を行います。 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

地区米山記念奨学会委員会委員長・山本康昭様、本

日のゲストスピーカー、米山奨学生のディサーナヤカ・ム

ディヤンセラーゲーさんをご紹介いただき、有難うござい

ます。 

大塚裕正さん、ようこそ！千葉南ＲＣへ入会の運びと

なり、誠に有難うございます。これからは、ロータリアンと

して一緒に活動して行きましょう。 

 

 

■ 出席報告 (会員数３９名)                      

 

出席者数３１ 欠席者数 ８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ２ 修正出席率 １００％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ  ＲＯＴＡＲＹ  ＣＬＵＢ  ＯＦ  ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

事務局  〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 1,000 円 累計 319,976 円 

金の箱  1,200 円 累計 8,331 円 

千葉ＲＣ 月 12/12・26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/20・27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/29・12/20 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/7・21・28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/8・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/8・29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 
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・・・本日の卓話・・・ 

 

演  題…『米山奨学生の体験報告』 

卓話者… 米山奨学生／ディサーナヤカ・ 

ムディヤンセラーゲー 様 

   

千葉南ＲＣ・会長様及びロータリ

アンの皆様こんにちは。私はスリラン

カから参りました。現在、千葉大学

人文社会科学研究科博士課程言

語学専門で研究しております。 

 ロータリアンの皆様のお陰で、

米山奨学金を戴きながら千葉大学

大学院で勉強させて頂いております。

今年の５月から松戸西ＲＣにお世話になっております。今ま

で奨学金を戴いたことがなくて大変困っておりました。今回

奨学金を戴けることで、ずーっと雨が降らなかった砂漠に

急に降りだした雨みたいです。心より感謝申し上げます。 

米山奨学生として、ロータリー活動に努力することをお約

束します。そして、スリランカの文化も伝えて行きたいと思っ

ております。奨学生が終わっても、交流を大切に続けて行

きたいと思っております。奨学金制度がなければ私は博士

課程に進学出来なかったと思います。スリランカは貧しい国

なので日本での生活はおろか授業料さえ払うことは大変難

しいことなのです。帰国しても博士課程・修士課程まで勉強

出来る大学がないため、どんなに困ったことがあっても一生

懸命勉強を続け、日本語、日本の文化、言語学を学んで

帰り、日本とスリランカの良い関係を持つためにもスリランカ

で日本語教育に力を注ぎたいと思っております。 

 私が子どもの時には大変貧しい家庭でしたが、日本の里

親に援助して戴くことになり、日本に興味を持つようになりま

した。私は勉強のために殆ど授業料を払っていませんが、

学用品は全て自分で購入しなければならず、困っていると

ころを日本の教育団体が助けて下さったのです。日本には

経済的な豊かさだけではなく、心の豊さがあると感じまし

た。 

 私は高校と大学で日本語を専門として学んで、大学へ行

きながらスリランカで日本語の教師をしていました。２００２年

に国際交流基金の奨学金を戴くことになり、スリランカの日

本語教師を代表して日本へ来ることになりました。 

ロータリーでは、私のカウンセラーはとても面倒見が良く、

今如何ですか？と毎回毎回お電話やメールをいただきま

す。世話クラブやカウンセラー、ロータリアンの皆様と交流

を続けることで、日本の文化等色々と知ることが出来ました。

私の将来の夢を叶えるまで一生懸命頑張りたいと思いま

す。 

『ロータリー米山記念奨学金事業とは』 

 地区米山記念奨学会委員会 

委員長 山本 康昭様 

 日本のロータリーの創設者、故・米山

梅吉氏の偉業を記念し、1952 年に東京

ロータリークラブが提唱した、海外からの

優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業、「米山基金」

が基礎となり創設されたものです。そこには、二度と戦争の悲劇を

繰り返さないために、国際親善と世界平和に寄与したいという当

時のロータリアンたちの強い願いが基礎となっております。 

 1967 年に文部省(当時)を主務官庁として(財)ロータリー記念奨

学会が設立され、現在は基本財産等の資産は約 77 億円、この運

用益で管理費支出を賄い、ロータリアンからいただいた寄付はす

べて奨学生のために使っています。 

 その運営の大きな特徴として世話クラブ・カウンセラー制度を挙

げることが出来ます。 

 奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリーとの深い交流

と精神的なケアを重視し、奨学生一人に対し世話クラブが選ばれ、

交流の基点とし、さらにその中からカウンセラーが選任され、奨学

生の日常の相談役となり、留学生活が心豊なものになるよう配慮

して、文字通り父親代わり、母親代わりとなって活動している点に

大きな特色があります。 

 例会に参加したり、地域の奉仕活動を体験できるのも奨学生に

はかけがえのない経験となりますし、日本の文化や習慣・考え方

を学ぶ絶好の機会です。ロータリアンにとりましても事業の意義を

実感し、奨学生を通じた国際交流の理解を深める又と無いチャン

スです。 

全国のロータリアンから集められた寄付は、2010～11年度は 14

億 5000万円の予算に対して 13億 1400万円と、前年度実績の 13

億 2700 万円を下回ってしまいましたが、奨学生数 800 人と、国内

では民間最大の奨学事業を運営しており、これまで支援した奨学

生数は累計で 1 万 6389 人、その出身国は世界 120 カ国の国と地

域に及んでおります。 

 当地区からの昨年度の寄付金合計は約 4182 万円で、一人当た

りの寄付額は 15,000 円、最高寄付額 4 万円を超えるクラブから 4

千円に満たないクラブまでさまざまで、現在 28 人の奨学生を受け

入れております。 

 貴クラブ(千葉南RC)は昨年の一人当たり寄付額は 11,784円と、

ガバナーが要望しております 15,000 円に達していないのは残念

でなりません。どうか今年度は奨学生制度のご理解を深めていた

だき、寄付額の増額に一層のご理解とご支援を賜りますよう伏して

お願い申し上げます。 

 また、米山記念奨学会への寄付金には税制上の優遇措置が受

けられ、本年度より所得から控除される寄付金の適用下限額が 5

千円から 2 千円に引き下げられましたし、2010 年 1 月分からは普

通寄付金も申告用領収書を発行できるようになりました。 

 法人の寄付も一般の寄付金損金参入限度額とは別枠で損金参

入できますし、遺言による特別寄付も相続財産から控除されます

ので、どうかご利用下さい。 

 

 

第２３３７回例会 

日時⇒  平成２３年１１月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『美と健康と環境浄化』 

卓話者⇒ ㈱アクアＡｎ 代表取締役 佐藤 知秋様 

第２３３８回例会 

日時⇒  平成２３年１２月２日(金) 点鐘１２：３０ 

≪歌曲で楽しむ午後のひととき≫ 

  メゾ・ソプラノ歌手 中野 優子様    


