
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 日野典子 幹事 大島昭夫 会報 小谷恒夫   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

人類に奉仕するロータリー 

本日 第 649 回例会 2016 年 9 月 13 日（火曜日)第 641 号 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program                               
卓話：名古屋脳神経外科クリニック 

名古屋脳ドック 
  事務長 酒向雅春様 

点鐘  演題：「脳ドックについて」 

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」     「名古屋脳ドック紹介」 

前回 第 648 回例会 2016 年 9 月 6 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞  「君が代」「奉仕の理想」 

 
  

＜出席報告＞ 

ハンバーグセット 

 

 

員総数 20 名  

出 席 者 13 名 出席率 75.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

＜会長挨拶＞           

 

愛知長久手ロータリークラブ  

会長 日野  典子     

       

 

 

 

みなさんこんにちは。 
9月 3 日の花火大会は、楽しんでいただけたようでなによりです。欠席してしまい申し訳ありませんでし

た。 

私は安城ロータリークラブのお友達にラグーナマリーナでのクルージングにお誘いいただきました。同じ

地区の仲間の岡崎東ロータリークラブの幹事様とお誘いを受け久しぶりの再会で話しが盛り上がりました。 

初めのお誘いは神島に美味しい料理屋さんがあるから是非お出かけ下さい。との事。しかし間際になって

鳥羽に変更になりました。何故かと申しますとその日は神島会と言われるトヨタ自動車の役員の皆さんで構

成されたボートチームで神島に 1泊 2日でクルージングする日だったのです。 

その為小さな神島ではトヨタの役員の方でいっぱいで予約が入らなかったのです。でもさすがです。ボー

トで行ける美味しい料理屋さんを沢山知って見えるようで直ぐに変更していただきました。(因みにその方

40年ボートを持っていらっしゃるそうです。) 

3日は台風 12 号も来ていましたので波も荒く伊良湖水道で揺れました。私も免許を持っておりますので

運転しましたが久しぶりで疲れてしまいました。 

一緒にクルージングを助けていただいたマリーナの福井様という方が愛知長久手ロータリークラブがラ

グーナマリーナで職場例会をした事を覚えていらして感動いたしました。 

その上、台風のおかげで神島会の皆さんも帰って来られたのでご紹介いただきましたらその中にトヨタ博

物館の館長様もお見えになったのでご挨拶させていただきました。 

この様にラグーナともご縁があるのでまた今度ラグーナでの例会も考えても良いのではないでしょか？ 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１６－２０１７ 

WEEKLY 



 

＜委員会報告＞ 

 

 

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

・米山の卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致します。             地区米山奨学委員会    青山 稔 

・丹羽さん、富田さん、青山さん先日はお世話になりました。ありがとうございました。瀬戸 RC   青山 稔 

・青山様、張多然さんようこそおいで下さいました。卓話宜しくお願い致します。         日野 典子 

  中川さん、大月さんお誕生日おめでとうございます。 

・青山さん卓話よろしくお願いします。張多然(ジャンダヨン)さん楽しみにしていました。        大島 昭夫 

・瀬戸 RC青山稔さん、日頃より大変お世話になっております。張
ジャン

さんようこそ！               丹羽 司一 

・本日もよろしくお願いします。                                        冨田 盛義 

・10日位前からやっと散歩が出来るようになりました。                                  佐藤 文昭 

・地区米山伊奨学委員会 青山稔様、奨学生張多然さんようこそ。卓話よろしくお願いします。     伊藤  広治 

  皆さん花火見えましたか？ 

・青山様、張
ジャン

様本日はよろしくお願いします。米山の卓話よろしくお願いします。             中川 清子 

  体調をくずさない様にがんばりましょう！ 

・大月さん中川さんお誕生日おめでとうございます。ジャンダヨンさんようこそお越し頂きました  青山 和成 

  青山稔さん卓話楽しみにしています。本日も宜しくお願い致します。 

・本日もよろしくお願い致します。                               奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                       伊藤  真 

・大月さん、中川さんお誕生日おめでとうございます。本日もよろしくお願いします。            神谷 恵理 

・お祝い頂きありがとうございます。53才になりました。                                     大月 涼子 

・本日も宜しくお願い致します。9月になりました。                                         小谷 恒夫 

         “ 種蒔
た ね ま

いた   薬のRISK
リ ス ク

   大麻
た い ま

ネタ！！ ” 

＜幹事報告＞ 

① 9/6(火)例会終了後第３回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

 

② 次週 9/13(火)は名古屋脳ドック事務長酒向雅春様が卓話に来られます。 

トヨタ博物館 12:30-13:30 になります。皆様お忙しいとは存じますがご出席いただきますようお願いい

たします。尚、伝助に入力されていない方はご入力も合わせてお願いいたします。 

 

③ 以前お話しさせていただきました、愛知長久手ロータリークラブのバッジが出来上がりました。 

 

④ 10/22（土）WFFチケットの登録料 2000円につきましては次週例会にてお支払いお願いいたします。 

 

⑤ WEEKLY の瀬戸北 RC会長挨拶の地区大会の日にちが間違っておりました。正しくは 11/6 になります。 

 

【第 3 回理事会報告】 

・ロータリー希望の風奨学金支援協力の件…１人\1000 クラブ 20名=20000 円 

・11/29(火)中原 RC姉妹提携調印式の件…11/29(火)→11/15(火)規定休日を変更。 

変更理由・・・中原 RC姉妹提携調印式を行う為。 

・愛知長久手 RC バッジについては 1個 150円で販売。サニーにもバッジを送る。 

・WFF 展示パネルについては伊藤広治クラブ奉仕委員長にて作成。 

・その他…10/4(火)例会は長久手市役所土木課長 開発予定報告の卓話になります。  

9 月 2 日    大月 涼子  

  

 9 月 29 日   中川 清子    

  

  

    

   

   

              

    



 

＜卓 話＞          「米山の卓話」          地区米山奨学委員会  青山 稔 

 

奨学生募集・選考・採用につきまして 

・毎年 7月に公益財団法人ロータリー米山奨学会本部より地区別の割当人数、地区別の指定校の情報が 

 送られてきます。 

・その資料を基に各地区の米山奨学委員会は指定校選定委員会を開いて、指定校を選定します。 

・続いて面接官を選び「面接官対象オリエンテーション」を開催し面接官としての心得を習得します。 

 

心掛け 

奨学生の募集選考は、場当たり的な指定校選定や数合わせの奨学生選考にならないように心がけています。 

又、委員会としてどんな奨学生を支援したいかを話し合い、合意し、ロータリアンに奨学支援の意義や 

感動を具体的に伝えれるような学生を選考するように心がけています。 

 

①全国統一の評価表で奨学生を選考 

 ・ロータリー米山奨学会は 2012年 1月 4日をもって公益財団法人となりましてた。 

 ・これまでの奨学生選考は各地区の主体性が尊重されてまいりましたが、公益認定を取得したことに 

  より公平性・透明性が求められるようになりました。公平性・透明性を確保するため 34地区共通の 

  「選定基準と評価表」を用いて奨学生選考を行っております。奨学生の募集は指定校推薦制度によって 

  進められております。 

  各地区委員会が学校を指定し、優秀な学生を推薦してもらいその学生を地区のロータリアンが面接・ 

  選考するシステムです。これによって、透明・公正が確保されるわけです。 

  かつては「ロータリークラブ推薦制度」がありましたが、推薦欲しさにロータリアンに近づく募集者 

  が出るなどの問題から 1998 学年度募集から廃止され、3年間の施行を経て 2002 学年度採用から指定  

 校推薦制度が導入され現在に至っております。 

 

②ロータリー米山記念奨学会の使命に基づいた奨学生選考 

 ロータリー米山記念奨学事業の使命は、留学生の優れた学業の達成を支援し、同時にカウンセラーや 

 世話ｸﾗﾌﾞとの交流を通じ、ロータリー精神を学び国際理解を深め日本と母国との懸け橋となるなど国際 

  親善に尽くす人材を育てることにある。 

  そのために求められる米山奨学生の資質は、「学業」「異文化理解」及び「コミュニケーション能力」 

  における熱意と優秀性である。 

これを基に 

■ 学業に対する研究の目的、目標を明確にし成果を上げる努力をしているか？ 

■ 異なる文化、習慣などを理解する努力をしているか？ 

■ 言語のみならず、人間関係における円滑なコミュニケーションを築き、自己の確立と共に他者を受け入

れる柔軟な姿勢をもつかどうか？ 

この辺りを意識し選考材料の一つとしております。 

良く出る質問に対し、偏った国の学生を選考していないか？ 

昨年度の数字ですが、在日する留学生 184,155人中 51.3%の 94,399 が中国からの留学生ですが、昨年

採用された米山奨学生の中国出身の奨学生の率は全国で４０％ 当 2760地区に於いては３０％とバラ

ンスに配慮した採用となっております。従いまして、逆に言えば中国・韓国・台湾の留学生にとっては

当奨学金はかなり倍率が高い、奨学金制度となっております。今後も、国籍バランスに配慮した募集・

採用を目指して行きたいとおもっております。 以上、奨学生選考についてご説明させて頂きました。 

 



 

 

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース 

……………………………………………………………………… 

  ★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １９７号 ★   

……………………………………………………………………… 

 

：：今月のトピックス：： 

・寄付金速報 ― 2016-17 年度もほぼ好調にスタート ― 

・来春採用の奨学生募集がスタート 

・2016-17 年度地区米山奨学委員長対象のセミナーを開催 

・熊本・大分、元気です！ ― 第 2720 地区夏季研修会 ― 

・ソウルで活躍した関西米山学友会、今年も総会が大盛況 

 
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

          来春採用の奨学生募集がスタート 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2017 年 4 月の新規奨学生募集が始まりました。各地区の米山奨学 委員会からの報告 

により決定した指定校は、全国で 532 校（前年度 528 校）。指定校からの被推薦者数は 

1,748 人（前年度 1,643 人）で、 この中から新規奨学生 585 人が選ばれます。  

地区奨励奨学金（大学・大学院以外の教育機関在籍者が対象）を 導入した地区は 13 地 

で、指定されたのは 23 校、そのうち初指定は 6 校でした。  

また、指定校への要望として、地区独自の選考基準を提示したのは 34 地区中 31 地区で 

最も多かった要望は「被推薦者の国籍が偏ら ないように配慮してほしい」、次いで 

「ロータリー活動への積極性」 「日本語運用能力」などが挙げられました。 

※2016 学年度採用の指定校や募集要項などの書類は当会ホームページにて公開しています 

 

＜お知らせ＞ 

      ソウル国際大会のＤＶＤが完成！ 

       2016年ソウル国際大会での米山ダイジェスト、「世界に羽ばたくYONEYAMA in SEOUL」   

が完成しました！ ブース、学友合同懇親会、ＲＩ主催学友レセプション、米山史上初の  

分科会。YONEYAMA が世界に羽ばたく第一歩を収録した 16 分間の 映像です。分科会で

使用したオープニング映像（3 分間）もございます。  

ＨＰから視聴できます。http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/video  

また、ＤＶＤのご要望があれば無料で送付します。 

 

 

 
 
 
 

9 月 20 日(火) 9 月 27 日(火) 10 月 4 日(火) 10 月 11 日(火) 

 

同週祝日振替休日 

 

 

 

会員卓話 

 

 

外部卓話 

 

 

同週祝日振替休日 

 

 

 (トヨタ博物館) (華 野)  
 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/video

