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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 新入会員卓話 松尾祐輔 会員           次回例会 新入会員卓話 荒木利恵子 会員 

《委員会卓話》 

    「米山記念奨学事業について」 

          国際ロータリー第2740地区

米山記念奨学委員会 

 松田洋一 委員長 

 
・日本のロータリーの事業 

（日本全国 34 地区の合同活動） 

・日本で学ぶ外国人留学生の支援 

（公益財団法人を設立し運営） 

・世話クラブ・カンセラー制度 

で交流を重視 

 

事業のはじまり 

・1946 年 米山梅吉氏逝去 

・1949 年 日本のロータリーが 

国際ロータリーへ復帰 

・1952 年 東京ＲＣが事業構想 

 米山基金“平和日本”を世界 

 へ 

(日本の友人を増やし 平和を実

践する人材を育てる) 

・1957 年 日本全国の組織へ 

・1967 年 財団法人設立 

・1957 年 日本全国の組織へ 

・1967 年 財団法人設立 

 

国内最大級の奨学生数 

2021 年度 910 人 累計 22,267 人 

                 

 

地区の米山奨学生 

2021 学年度 15 人 2022 年 14 人予定 

【出身国・地域】 

中国・カンボジア・ベトナム・マレーシア・台湾・ 

モンゴル・韓国など、多国にわたっています。 

   

 

ご寄付は奨学事業に 

・寄付はその前年とほぼ同額（単位：千円） 
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【今  回】会員数  53 名  出席  33 名    欠      席  3 名   出席規定免除会員（8）出席 4 名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  51 名  出席  20 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 5 名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



 
管理費は支出のわずか 3％ 管理費 43,333 

 

寄付の種類 

◆普通寄付金（全国平均 4,865 円） 

 安定財源として各クラブが決定した金額を会員数 

分、毎年全クラブから納入いただいています。 

※財団法人の認可を申請した際、普通寄付金による一 

定収入が見込めると当時の文部省を説得し、国内全 

クラブから普通寄付の確約をもらうことを条件に

設立許可をえた経緯があるためです。 

◆特別寄付金（全国平均 10,651 円） 

 個人・法人・クラブからの任意寄付。 

金額に決まりはなく、ロータリアン以外の方からも 

お受けします。 

 

◆寄付実績 個人平均 2740 地区 

 ・平均寄付額 11,518 円 第 24 位 

 ・全国平均 15,516 円 

 

◆寄付実績 個人平均 2740 地区 

・個人平均寄付額 当地区 

 11,518 円（諫早北 RC 21,246 円） 

全国平均 15,516 円 

・普通寄付金 3,768 円（諫早北 RC 21,246 円） 

全国平均 4,865 円 

・特別寄付金 7,750 円（諫早北 RC 21,246 円） 

 全国平均 10,651 円 

  

◆寄付に対する表彰制度① 

・個人寄付への表彰（対象：特別寄付金 

 

※累計額 100 万円未満は 10 万円ごとに感謝状、100 

万円以降は 10 万円ごとの感謝状に加え、100 万円 

ごとにピンバッジ（400 万円以上はクリスタルの盾） 

が贈られます。） 

 

 

◆寄付に対する表彰制度② 

法人寄付への表彰（対象：特別寄付金） 

 

 

◆寄付に対する表彰制度③ 

 クラブへの表彰 

・「米山功労クラブ」はクラブ扱い・個人・法人すべ 

 ての特別寄付金が対象 

・「達成クラブ」は普通寄付金・特別寄付金の合計額 

が対象 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

皆様こんにちは。 

まずは、本日お忙しい中を遠方よりお越しいただき

ました、国際ロータリー第 2740 地区米山記念奨学委

員会委員長松田洋一（まつだよういち）様のご来訪を

心より歓迎いたします。 

米山奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって

国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学することを

目的としています。民間では最大の奨学事業であり、

ロータリークラブ・カウンセラーを通じ心の通ったお

世話をするという特色をもった奨学金事業です。 

当クラブは、歴代にわたって米山記念奨学生のお世

話をさせていただいたり、今年の地区大会では「一人

当たり寄付額優秀クラブ」の表彰を受けるなど、米山

記念奨学生との繋がりを持ち続けているクラブだと

思っております。 

その米山記念奨学委員会の地区委員長のゲスト卓

話ということで、会員一同楽しみにしております。ど

うぞよろしくお願い致します。しっかりと勉強させて



いただこうと思います。 

次に嬉しいお知らせです。ガバナー月信の 10 月号

に、衛星クラブ設立の報告が載っておりました。4 月

16 日には記念式典も待っております。ご参加・ご協

力のほど、よろしくお願い致します。 

本日は新しい会員 2 名をお迎えすることができ、た

いへん嬉しい日となりました。荒木利恵子会員、菊永

伸生会員、ようこそ佐世保北ロータリークラブへ。心

より入会を歓迎いたします。今年度は、7 月入会者、

1 月入会者もいますので、新入会員同士の交流も図っ

ていきたいと思います。これから佐世保北ロータリー

クラブのメンバーとして、一緒に楽しんでまいりまし

ょう！

《今月の結婚祝い》 

H.5.4.24 近藤竜一・光子夫妻

H.16.4.17 公門新治・智恵子夫妻

《今月の誕生祝い》 

S.25.4.5  鳥越敏博君  S.22.4.12  二ノ宮健君

S.39.4.2 近藤竜一君 S.46.4.6 荒木利恵子君

《幹事報告》

 公門新治 幹事 

1．例会変更

・佐世保中央ＲＣ

4 月 7 日（木）12：30～

新中央公園（職場訪問例会のため）

・ハウステンボス佐世保ＲＣ

4 月 12 日（火）休会 12：30～

ホテルヨーロッパ吉翠亭（例会場の都合により） 

4月 26日（火）12：30→18：30～

ホテルヨーロッパ吉翠亭

（定款第 7条第 1 節(d）（3）により）

２．来 信 

・公財）ロータリーの友事務所

衛星クラブ設立で「ロータリーの友」誌への

掲載準備のお知らせと確認事項のご連絡

・公財）米山梅吉記念館

①米山梅吉記念館 館報 2022 春号 Vol.39、

②賛助会員ご入会のお願い/お 1 人年間 3,000 円

（1 口）

③創立 50 周年記念事業ご寄付御礼および事業計

画変更について

・国際ロータリー

ロータリーブランドニュース 2022 年 3月「ロータ

リーブランド推進のためのアイデア」

・国際ロータリー日本事務局

ＲＩ日本事務局財団室ＮＥＷＳ 2022 年 4 月号

・ロータリーの友事務所

新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応

の件（お知らせ）

・ガバナー事務所

①ガバナー月信 4月号

②第 14 回全国ＲＹＬＡ研究会開催のご案内

（緒方ガバナーノミニー宛）

日 時：5 月 21日（土）14：00～18：00

夕食会 18：30～ 

5 月 22 日（日）9：30～16：00 

会 場：ホテルニューオータニ鳥取 

③米山記念奨学生・カウンセラーオリエンテーショ

ンについて（三谷地区委員宛）

・ガバナーエレクト事務所

地区名簿作成についてのお願い

・佐世保西ＲＣ

創立 50 周年記念誌

・海上自衛隊佐世保地方総監部

4 月 8 日（金）「春の集い」内容変更のお知らせと

車両乗入証

日 時：4月 8 日（金）17：30～18：30

（受付 17：00～） 

場 所：海上自衛隊 平瀬体育館 

※飲食を伴う開催はしない

・公財）佐世保地域文化業財団

アルカス SASEBO 情報誌 コンパス 2022 年春号



本日の合計  36,000 円 累計 865,000 円 

IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 渥美大介） 

３．伝達事項 

①4/7（木）12：30 よりＬ&Ｌホテルセンリュウ

にて 2021～2022 年度第 4回諮問委員会が開催

されます。緒方ガバナーノミニーよろしくお願

い致します。

②4/10（日）2022 学年度 米山記念奨学カウン

セラー・奨学生オリエンテーションが開催され

ます。渡会会長、三谷地区委員、ミンさんよろ

しくお願い致しします。

③4/16（土）18 時よりホテルリソル佐世保にて

佐世保フレンドシップロータリー衛星クラブ

設立記念式典・祝賀会を開催いたします。案内

状を郵送しておりますので返信ハガキにてご

出欠を 4 月 8 日までにお願い致します。

④4/11（月）次回例会はチャーターメンバー創立

記念卓話 福田俊郎会員です。

《新入会員紹介》 

荒木利恵子 会員 菊永伸生 会員 

《委員会報告》 

小西研一 次年度幹事 

2022-23年度の組織図をセルフボックスの方に入れ

ておりますので、会員の皆様におかれましてはご確認

ください。各委員長は第 1 回目の委員会の開催日程を

調整頂き、候補日を小西までご連絡頂きますようお願

いします。いずれの委員会につきましても村瀨会長エ

レクトと私、小西が出席いたしますので、日程調整の

ためご連絡をお願いするものです。また、各委員長に

は 2022-2023年度委員会活動計画書の作成依頼書を

本日、事務局より発信させて頂きます。所定のフォー

ムにご記入の上、4月28日までに事務局にご提出頂き

ますようお願い致します。

二ノ宮 健 次年度クラブ管理運営委員長 

セルフボックスに次年度組織図が入っています。再来

週 18 日例会後に合同委員会を開催予定です。当例会

場にてＳ.Ａ.Ａ.含め 8委員会全員で行います。FAX・

メールにて別途案内さし上げます。宜しくお願い致し

ます。

《ニコニコボックス》 

 山下雄弘 親睦活動委員 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

本日は、第 2740 地区米山記念奨学委員長 松田洋一様、

ご来訪誠にありがとうございます。ロータリー財団・

米山記念奨学委員会の委員会卓話をして頂きます。会

員一同拝聴させていただきます。さて、本日は新入会

員が 2 名いらっしゃいます。荒木利恵子様、菊永伸生

様ご入会おめでとうございます。会員一同心より歓迎

します。一緒にロータリーライフを楽しんでいきまし 

ょう！！ 

藤井良介君 

コロナ禍の中、米山記念奨学委員会委員長の松田様、

諫早よりご来訪頂きありがとうございます。本日の卓話、

慎んで拝聴したいと思います。

二ノ宮 健君 

春爛漫、桜の花が綺麗な、4月に生まれて大変嬉しいで

す。北クラブの皆様に祝って頂き大変嬉しいです。皆様

の友情に感謝します。これからもお付き合い宜しくお願い

致します。 

西沢 寛君 

妻と大喧嘩した翌日、ロータリーから花束。結婚祝、あり

がとうございました。 

永田武義君 富田耕司君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 村瀨高広君 三谷秀和君 松田信哉君 

松永祐司君 近藤竜一君 船津 学君 小西研一君 

井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 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 

山下雄弘君 山口貴史君 松尾祐輔君 

松田亜由美君 野口好太郎君 

本日は 4 月の第一例会です。4 月は新年度の始まりで

す。新入会員を迎え、気持ちも新たに新年度に臨んで

いきたいと思います。第 2740 地区米山記念奨学委員

長松田様ご来訪ありがとうございます。委員会卓話楽

しみにしております。また、新入会員の荒木様、菊永

様、ご入会おめでとうございます。 


