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本日より例会終了後２４F で懇親会があります
が、費用についてお一人５００円ほど(コーヒー
が基準)の負担で行います。各委員会主催ですが、
どなたさまも参加は自由ですのでご参加くださ
い。
みなさん こんばんは
9 月になり気候を少し涼しくなってきました。
本日は、千葉幕張ロータリークラブの田沼たかし様
にお出でいただきありがとうございます。
さて、今年度は委員会活動の活発化を会長方針と
していましたが、例会終了後にホテルの 24 階のラウ
ンジでコーヒーなどを飲みながら、月 2 回、1 時間
程度の委員会を開催致します。日程的には、第 1 週
は理事会で遅くなりますので、基本的に、第 2 週と
4 週を予定しています。今日は例会終了後、管理運
営委員会の委員会を開催します。委員以外の方もお

１１月７日(金)第３分区 A の親睦ゴルフコンペ
があります。場所は山武グリーンゴルフクラブ
です。各クラブ２組ほどの枠がありますので当
クラブも８名を選抜して参加したいと思います
のでお申し込みください。締め切りは１０月８
日ですが、お早めに。
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気軽にご参加ください。特に新しく入会された方は
ロータリークラブを知っていただくために歓迎いた
します。
この後、地区セミナー報告の後半としまして、ロ
ータリー財団、米山記念奨学委員長セミナー、会員
増強の報告よろしくお願いします。
今月の予定は、来週 15 日は休会、22 日は午後 6
時 30 分からすし波奈富士見店にて炉辺会議と新入
会員歓迎会、29 日はガバナー補佐訪問となっていま
す。
よろしくお願い致します。

皆さん、こんばんは。
それでは、８月３日に開催されましたロータリー
財団委員会セミナーにつきまして、ご報告させてい

ただきます。

次に「地区補助金」についてですが、こちらは、

ロータリー財団は、慈善団体の格付としては、最
高ランクの評価を受けており、世界に誇る財団であ
ります。

当クラブは何度か実績があります。加藤 PP をはじめ、
当クラブの先輩達のご尽力によります。
JR 千葉駅前花壇、恩寵園への支援、千葉都市モノ

よって、その資金を使う為には、非常に厳格な審
査をクリアしなくては、とても使えるものではあり
ません。これまで、様々な補助金制度がありました
が、資金を有効に使用する為に、どんどん変化しつ
つあります。

レール千葉駅の観葉植物とベンチ等であります。
地域補助金の提案書の提出期限は、３月１５日ま
でとなっております。
皆さん、何か「地区補助金」をいただきたい奉仕
活動はございませんでしょうか。

10 種類程の補助金制度がありましたが、今では、
２つの補助金しかありません。

上限は３０万円と少額ですが、辻年度３月までに
地域に提案して、通れば、武田年度に使える事にな

マッチング・グランドもパッケージ・グランドも
無くなりました。昨年の秋のセミナーでは「補助金
は３つ」と教わりましたが、変化が激しいです。

ります。会員の皆様全員で検討して参りたいと思い
ます。
今年度、当クラブの財団委員会と致しましては、

当然、世界情勢が変化するごとに、財団も対応し

基本的に、前年度の山本委員長の活動方針を引き継

ていくので、変化せざるを得ないのだと思います。

がせていただきます。そして、次年度辻委員長、次々

現在の補助金制度は２つ。

年度武田委員長へと計画をつなげていきたいと思い

ひとつは「グローバル補助金」、 もうひとつは「地

ます。

区補助金」です。

今年度、副委員長には、佐野会員をつけていただ

「未来の夢計画」が提唱され、今ではこの２つの
補助金制度のみとなりました。

きました。誠にありがとうございます。
今年度も、毎月一回、財団への「寄付金箱」を回

まず、グローバル補助金をいただくには、現地の

します。今年度の目標は「一人１３０ドル」です。

ロータリークラブとパートナーシップを築き、共同

最後に、ビル・ゲイツ財団が「ポリオ撲滅」の為

提唱者とならなくてはなりません。補助金と言って

に、ロータリー財団の倍額を寄付してくれます。当

も全額補助してくれる訳ではないので、相手国のロ

クラブと致しましては、
「一人２５ドル」を目標にし

ータリークラブも自分のクラブも、相当の資金力を

たいと思います。２５ドル寄付すれば、７５ドルと

必要とします。かつ、６つの重点分野の１つにがい

なって「ポリオ撲滅」の為に使われます。

とうしなくてはなりません。６つの重点分野とは、
１、

平和と紛争予防・紛争解決

２、

疾病予防と治療

３、

水と衛生

４、

母子の健康

５、

基本的教育と識字率向上

６、

経済と地域社会の発展

以上でございます。ありがとうございました。
米山記念奨学会委員長セミナー
松澤

須美子

副委員長

です。

この６つの重点分野のどれかをクリアし、持続性
があり、地元社会の人々が積極的に参加する必要と
なります。
当クラブと致しましては、長期的に取り組んでい

第 2790 地区のクラブ米山記念奨学委員長セミナー

く事になります。ロータリー財団の支援を必要とす

が 8 月 24 日(日)に京葉銀行文化プラザにおいて開催

るロータリークラブを探すところから始めることに

されました。

なります。

「米山記念奨学事業を知ろう」というテーマで卓

話が 3 題ありました。

会員増強・退会防止セミナー

池田銀蔵

委員長

まず、元千葉南ロータリークラブの奨学生で中国
藩陽出身の王欣(オウ キン)さんの卓話は、
「米山学
友会活動」でした。千葉大学大学院医学薬学府に留
学して薬学修士号を取った頃から段々生活が苦しく
なりましたが、米山記念奨学生となったことで助け
られ、博士後期課程を無事卒業して薬学博士号を取
得出来たそうです。昨年イーピーエス株式会社に入
社してグローバルの薬品・医療機器の臨床試験に関

8 月 23 日（土）午後 1 時 30 分～4 時 30 分まで

するデータ管理の仕事をして頑張っているところで

「ホテルポートプラザちば」にて開催されました。

す。現在第 2790 地区米山学友会の副理事長としても

出席者は約 200 名で、各クラブの会長、幹事、会員

活動しており、
「米山卓話」の依頼を是非お受けした

増強委員長が多かったようです。当クラブからは、

いと話しておりました。

辻会長と私が出席させていただきました。

２題目は「米山奨学事業の現状」で前年度第 2790
地区米山記念奨学委員長の織田信幸氏でした。皆様
もご存じの通り米山梅吉氏の意志を継ぎ奨学生を迎
えて６０年、中国、韓国、台湾など１２３か国の１
８１０４人の留学生が日本で学び育っているという
ことです。そこで会員 1 人あたり年間 15000 円を目
安にお願いしたいそうで、ご協力の程よろしくお願
い致します。また特別寄付が 41％を占めており総額
1300 億円を超えたのはこれによるものということ
なので、是非特別寄付の方も宜しくお願いします。
３題目は「Ｒ米山記念奨学事業の現状と未来」で
公益財団法人Ｒ米山記念奨学会事務局長の岩邉俊久

並木鷹男委員長（千葉 RC）より開催趣旨説明がご
ざいました。
17 年前には、13 万人いた日本のロータリアンが現
在は 88,945 人で、17 年間で 4 万人の減少。第 2790
地区も 4,200 人の会員が 2,721 人に減少しておりま
す。
2790 地区 80 クラブでこの 1 年で各クラブ純増 1 名
2,790 名になるという計算でした。今回のセミナー
タイトルが「目指せ、2790！」だったことで納得で
きます。
その後、パネルデスカッションと 24 テーブルでの
意見交換をしました。
内容は、どちらも会員増強の手法と成功例、そし

氏でした。日本で奨学生として各々専門分野で学び

て退会防止でした。

無事卒業した後、母国に帰り活躍されている方々が

【成功例】

紹介されました。

1．元ロータリアンの 2 代目の方に入っていただいた。

そして、米山記念奨学制度の特徴として３つあげ
られました。１つは世話クラブとカウンセラーがい
ること。２つは全国で毎年 700 名からの奨学生がい
ること。３つは学友会の組織があること。これらの
つながりから学友が次の世代の学友を育てているこ
とが、他の奨学制度と異なるところだそうです。
最後に米山記念奨学会を理解するには是非豆辞典
を熟読して欲しいとのことです。

2．青年会議所の方々に声をかけて入っていただいた。
3．オープン例会（納涼、忘年家族例会）に友人達に
来て頂きその後入会していただいた。
4．退会者に再入会を勧めたが本人が入らないので息
子に入っていただいた。
5．入会金を変えた（元会員 0 円・二代目 0 円・新会
員 2 万円）
【退会防止】
1．クラブ内にサークルなど作る（野球部・囲碁など）
2．クラブ内で孤立していそうなら皆で声掛けをする。
3．ご年配が入会された場合は早めに委員長について
いただく。
4．出席していない会員に紹介者を含め声掛けする。

武田（康）会員
小学５年の息子がだんだん、父のいう事を
聞かなくなってきました。少しさみしいです。
鳴海会員
健康が一番です。
洪

会員
先週は誕生日祝いありがとうございました。

加々井会員
休みましてもうしわけありません。
計 17,000 円
累計

３３６，０００円
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