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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 創立記念卓話 藤井良介 会員               次回例会 会員卓話 二ノ宮 健 会員 

《ロータリー財団・米山記念奨学委員会 卓話》 
 ロータリー財団・米山記念奨学委員会  

  三谷秀和 委員長 

 

今回、ロータリー財団および米山記念奨学会が設立さ

れた経緯と目的（使命）をあらためて振り返りました。 

「世界でよいことをするため」という趣意のもとロー

タリー財団が設立されました。多くの諸先輩方がこれ

までに行動され、積み上げられてきたことによって、

全世界で多くの人々の人生を変えることができてき

ました。 

集められた寄付金は、人道的プロジェクト、奨学金、

職業研修チームの活動を支え、世界中で疾病の予防、

安全な水の提供、教育の支援など多岐にわたる支援活

動が今も行われています。 

同財団の「健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済する」という使命のもと地道に活動を行っ

ていくことが、やがては世界理解、親善、平和という

目標を達成することに繋がっていきます。これらの使

命と目標達成のためにも寄付活動を続けていく意義

を認識し続けていかなければなりません。 

米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に在留し

ている外国人留学生に対し、日本全国のロータリアン

の寄付金を財源として、奨学金を支給し支援すること

を目的としています。 

また、同奨学会の特色として、奨学金による経済的な

支援だけを行うのではなく、ロータリークラブ独自の

世話クラブとカウンセラー制度による心の通った支

援を行うことが挙げられます。 

佐世保北 RC でもこれまでに多くの留学生を奨学生と

して受け入れ、支援を行ってきました。受け入れ時に

は当クラブの会員からカウンセラーが選任され、留学

生のお世話を行ってきました。 

奨学生は様々な国から受け入れを行いますので、当然、

私たちとは文化の違いや習慣の違いがあります。受け

入れ側としては、米山ガイドブックなどをもとにそれ

ぞれの国の文化や習慣をよく理解し、十分に配慮して

いくといったことが必要になります。 

佐世保北ロータリークラブでは、ロータリー財団寄付、

米山奨学会寄付ともに地区目標を達成することがで

きました。また、奨学生も新たに送り出すことができ

ました。 

あらためて、日頃からのご協力に感謝申し上げます。 
 

 
 

《会長挨拶》 
                近藤竜一 会長 

国際ロータリーの活動の中で、6 つの重点項目とい

うものがあります。 

（例会プログラムの行事予定表に、記載してあり

ます。） 

① 平和の推進  
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【本  日】 会員  40 名   出席  25 名     欠     席    5 名    出席規定免除会員（10）   出席  5 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  41 名   出席  27 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（10）   出席  7 名    修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



② 疾病との闘い  

③ 水と衛生 

④ 母子の健康  

⑤ 教育の支援 

⑥ 地元経済の成長       

いずれも世界で切迫した問題で、解決する必要が

あるとの事です。 

先進国である日本で生活していると、ほとんどの

問題はすでに解決済み（現在は、コロナ対策で日

本も佐世保も大変ですが…）であり、中々実感が

わきませんが、大きな課題です。 

今年度、ロータリー財団へ寄付を頂きました 9 名

の方を先週ご紹介しましたが、この寄付が上記課

題の解決の一助となる事を考えれば、その意義は

大きいものがあります。ご寄付を頂きました皆様、

ありがとうございました。 

今日は、ロータリー財団委員会 三谷委員長の卓

話です。三谷委員長よろしくお願いいたします。 

 

《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更  

 佐世保東ＲＣ  4 月 29 日（木）休会 

（定款第 7条第 1 節（ｄ）（1）により 

 佐世保中央ＲＣ 4 月 8 日（木）18：30～ 

→4 月 9 日（金）18：30～ 

レオプラザホテル（延寿会の為）                        

                                          

2.来信   

・公財）米山梅吉記念館 

① 館報 2021 春号、 賛助会ご入会のご案内、

記念館発行の書籍ご案内 

 

・国際ロータリー  

① ザ・ロータリアン 4 月号 

② 国際ロータリー データサービス担当部よ

り時期クラブ役員情報の提出について 

 

・国際ロータリー日本事務局 

① 母子の健康月間 リソースのご案内 

② ロータリーレート 1 ドル＝110 円 

  

 ・ガバナー事務所 

  ① 第 9 回全国インターアクト研究会「中止」の

お知らせ 

  ② ガバナー月信４月号 

        

・ガバナーエレクト事務所 

  ①地区研修・協議会(ＤＴＡ）について(お知らせ) 

  日時：4月 11 日(日)全体会収録（於） 

長崎ブリックホール 3Ｆ「国際会議場」 

     3 月 29 日（日）～4 月 9 日（金） 

分科会収録 各部会リーダーとＺＯＯＭ収録を

行います。 

 

3.伝達事項 

  ① 次回例会は創立記念卓話藤井良介会員です。  

② 本日各委員長へ配布いたしました委員会活

動年間報告は 5 月 10 日（月）までに 

ご提出をお願い致します。※（データ word）

でご提出いただければ助かります。 

 
 

≪委員会報告≫ 

次年度理事会 公門新治次年度幹事 

次年度理事会より、皆さんのセルフボックスへ次年度

組織図を配布しております。各委員長様には４月中の

委員会開催をお願いしています。委員の皆様ご協力お

願いします。 

 

ＩＭ実行委員会 船津学キャラバン隊長 

ご承知の通り、4 月 18 日(日)開催のインターシティ・

ミーティングが間近にせまって参りました。村瀨委員

長を中心に最後の調整を行っています。本日皆様には

出欠のご案内をお送り致しますので、ご協力をお願い

致します。また、当日は北ロータリークラブ一丸とな

って、インターシティ・ミーティングを成功させたい

と思います。重ねて皆さまご協力をお願い致します。 

 

 
 

≪ニコニコボックス≫ 

親睦活動委員会 田中博徳 委員 

 

近藤竜一会長 峯 徳秀副会長 松尾重巳幹事 

通常例会に戻って第 2回目です。このままコロナが収

束に向かい、推移してもらうことを祈っております。 

その中で、本日はロータリー財団・米山記念奨学委員

会による委員会卓話です。三谷委員長、委員の皆様よ

ろしくお願いします。 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 松田亜由美） 

福田俊郎君 

昨年の 12 月 21 日以来、久しぶりに出て参りました。 

 

藤井良介君 

本日はロータリー財団の担当、ご苦労様です。私事で恐

縮ですが一昨日に孫が無事生まれて孫 8 人になりました。

コロナ禍でなかなか会えませんが、孫の成長を楽しみに、

会えることを願ってニコニコします。尚、孫 8 人の内わけ

は男 4 人、女 4 人です。男女平等の数になりました。 

 

二ノ宮 健君 

4月誕生日のお祝いありがとうございます。これからも宜し

くお願いします。三谷財団委員長ご苦労様です。 

 

平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 宮原明夫君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 小川 寛君 船津 学君 

西沢 寛君 小西研一君 井上隆三君 茶村亜子君 

渥美大介君 鐘ヶ江和重君  

本日はロータリー財団・米山記念奨学委員会による三

谷委員長の委員会卓話です。慎んで拝聴致します。 

 

親睦活動委員会  

公門新治君 緒方信行君 村上英毅君 早田貴志君 

田中博徳君  内海一洋君 中村祐二君 野口好太郎君 

4 月になり今年度も残すところあと三か月になりま

した。本日は寒の戻りで寒くなりましたが、皆さん体

調に気を付けてお過ごしください。本日はロータリー

財団・米山記念奨学委員会による委員会卓話です。三

谷委員長宜しくお願いします。 

 

《来訪ロータリアン》 

 佐世保南ＲＣ 西沢 雅幸 君（サインのみ） 

 

 

《今月の誕生祝い》 

 Ｓ14.4.14 豊島揆一君 

Ｓ25.4.5  鳥越敏博君 

Ｓ22.4.12 二ノ宮 健君 

Ｓ39.4.2  近藤竜一君 

 
《今月の結婚祝い》 

 Ｈ 5.4.24 近藤竜一・光子夫妻 

Ｈ16.4.17 公門新治・智恵子夫妻 

 

 

 

本日の合計 34,000 円 累計 559,000 円 


