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「それでこそロータリー」
山川 哲史 親睦委員長
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地区 R 財団 奨学金・学友・VTT 委員長
鈴木 正紀 様（川崎鷺沼 RC）
川崎中原 RC 小林 正樹 様

出席報告
会員数 60 名

洪 征治 出席委員長
出席 34 名

欠席 26 名

（対象外 9 名）
前々回訂正

欠席 18 名

MAKE UP 5 名
訂正出席率 83.93%

星野君
小林（政）君
溝淵君
柾木君
佐久間君

会長報告

•• 長寿会員：市川 清会員、吉岡憲士会員、北村善市会員、
岡本徳彌会員、星野 博会員、渡邊敏久会員、
小泉昌彦会員、三浦善四郎会員、石井 弘会員、
松尾 正会員、甲田博康会員、柳澤信夫会員、
生垣 繁会員、金子房一会員 以上 14 名

出席率 66.67%

（対象外 5 名）
欠席者
クルーズ君
川野君
三浦君
三平君
重田君
渡辺（伸）君

して開催します。ふるってご参加ください。
日時：2017 年 1 月 11 日（水） 点鐘：18：30
会場：ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル
4. 地区大会 ガバナー表彰品をお渡しいたします。
•• 50 年以上出席率 100% の会員：市川 清会員（51 年）
•• 40 年以上出席率 100% の会員：吉岡憲士会員
（47 年）
、
石井 弘会員（45 年）、岡本徳彌会員（41 年）
•• 30 年以上出席率 100% の会員：戸川俊雄会員（37 年）
、
川野正久会員（31 年）

花田君
貝田君
峯岸君
野口（哲）君
関君

波木井君
小泉君
松尾君
岡本君
塩田君

濱田君
上山君
茂木君
小澤君
谷口君

松波 登 会長

1. 第 3 回 会長・幹事会の報告
•• 地区青少年奉仕委員会より、青少年交歓プログラ
ムの変更点等についての説明、RYLA のご案内
•• 石塚ガバナー補佐より、地区からの連絡事項
•• 川崎北 RC より、6RC 合同賀詞交歓例会について案
内状、進行表、予算案を提出し検討。一部修正。
•• 川崎中原 RC より、神奈川県 RC 親睦チャリティー
野球大会の報告。見事優勝しました。（川崎北 RC
からは相良会員が参加）
2. 持ち回り理事会の報告
新会員推薦、6RC 合同賀詞交歓例会の会費について
3. 6RC 合同例会について（幹事クラブ：川崎北 RC・
川崎中原 RC）
今年度の 6RC 合同例会はお二人の歌手をお迎えし、
華やかなディナーパーティー形式の賀詞交歓例会と

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• R 米山奨学生・学友 年末パーティのご案内
日時：12 月 4 日（日）18：00 ～ 20：30
会場：ホテルキャメロットジャパン 5F
•• インターアクト海外研修結団式のご案内
日時：12 月 23 日（ 金・ 祝 ）15：00 ～ 16：00
オリエンテーションは 13：00 ～
会場：神奈川県民センター 301 号室
•• ロータリー財団 100 周年記念事業 - ポリオ撲滅・
障がい者支援 - ロータリーみなとみらいチャリ
ティーマラソンのパンフレット（ポスティング）
日時：2017 年 2 月 11 日（土・祝）
会場：横浜市みなとみらい臨港パーク
2. 新横浜 RC より、南アフリカ学習者支援のパンフレッ
ト・寄付申込書
3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎西 RC 12 月 23 日（金）・30 日（金）休会
●神奈川 RC
12 月 19 日 ⇨
 22 日（木）クリスマス家族会 アートグ
レイス・ポートサイドヴィラ 点鐘 18：00

1 月 2 日（月）・9 日（月）休会
1 月 23 日 ⇨ 20 日（金）神奈川東 RC と合同賀詞交歓例会
●川崎とどろき RC
12 月 12 日（月）年忘れ家族会 ホテル精養軒 2F「飛翔」
12 月 19 日（月）休会
●川崎中 RC
12 月 13 日（火）年忘れ家族会 ホテル精養軒 2F「飛翔」
12 月 27 日（火）休会
4. 他クラブ会報回覧 川崎 RC

委員会報告
村山 輝忠 国際奉仕委員長
地区より、2017 年 6 月のアトランタ大会のお知らせが
届いています。問い合わせは事務局までお願いします。
山川 哲史 親睦委員長
12 月 21 日の年忘れ家族例会のご案内を回覧します。
ご家族のみなさまと一緒にご参加ください。
横山 芳春 研修委員長
11 月 30 日の研修は、戦略計画委員会と研修委員会に
よる合同開催です。ディスカッションを行うため、座
席を指定いたします。

卓話

奨学金学友について

地区 R 財団 奨学金・学友・VTT 委員長
鈴木 正紀 様（川崎鷺沼 RC）

ロータリー財団は、
1917 年 に「 世 界
で良いことをする
ための基金」とし
てアーチ・クラン
フによって提案さ
れ、1928 年 に 命
名されました。1947 年には「無理解や無関心から生じ
る誤解や偏見を無くし、二度と戦争を繰り返さない」と
いう国際ロータリーの決意により、「国際親善奨学生」
が設立されました。著名な国際親善奨学生としては、緒
方貞子氏や山崎直子氏が挙げられます。
国際親善奨学生制度は、2013 年に世界の紛争／貧困地
域が問題に直面している 6 つの重点分野に特化した「グ
ローバル奨学金 (GG)」と、専攻分野などに制限のない
「地区奨学金 (DG)」の 2 つの制度に変わりました。地区
やクラブの権限が大きくなった反面、負担も大きくなっ
ています。現在、他地区ではほとんど DG を出していま
せんが、川崎・横浜では、音楽や芸術の分野の優秀な
学生を選んでいます。
GG はロータリー財団が、DG は地区が承認します。DG
より GG のほうが支給金額は大きいのですが、DG は地
区が全額負担であるのに対し、GG では地区の負担は総
額の半分です。
地区での奨学生選考は、推薦クラブの名は伏せるなど、
公平を期しています。奨学生の帰国後には、領収書を
提出してもらい、内容をチェックしています。他地区
からの監査も実施し、適切な資金管理を行っています。

GG が承認されるには、研究テーマが 6 つの重点分野で
あることのほか、「地域に長期にわたる恩恵もたらす」
という数値目標が必要です。また、留学先のホストク
ラブも必要です。クラブは、選考会実施、担当者の選定、
オンライン申請の準備に加えて、留学先のホストクラ
ブ候補との交渉をしなくてはなりません。ホストクラ
ブ候補との交渉は、地区 R 財団委員会も協力します。
DG は、GG の 6 つの重点分野以外の分野が対象です。
音楽や芸術、歴史研究や史学をはじめ、これらに当ては
まらない全ての研究分野が対象です。GG と異なり、留
学先のホストクラブがなくても不合格にはならない制
度ですが、当地区では、ロータリーとの関係を築いて
もらうため、ホストクラブの確保を必須としています。
申請（選考）から渡航までの流れ
以下は、申請から渡航までの流れをまとめた図です。
各クラブで面接

（2016年11/上旬～2017年2月/10まで）

地区選考会（グローバル・地区奨学生）
（ 地区奨学生）

合格承認・決定

（2017年3月11・12日）

（グローバル奨学生）

実施国側・代表連絡担当者等

ｵﾝﾗｲﾝ申請（TRF）

ホストクラブ探し

ホストクラブ探し

渡航・留学開始

受入れクラブなしの場合

TRF承認

承認不可

不採用

渡航・留学開始

今後も、奨学生と交流を密にして、ロータリーと奨学
生との間に、生涯にわたる関係を築いてください。

ニコニコリポート

松下 幸夫 副会場監督

地区 R 財団 奨学金・学友・VTT 委員長 鈴木 正紀 様
（川崎鷺沼 RC）

今日、R 財団卓話で伺いました。いつも川崎北 RC の皆様に
はお世話になっております。どうぞよろしくお願いします。

川崎中原 RC 野球同好会 小林 正樹 様

過日、飯山で開催されました、第 21 回神奈川県 RC 親睦チャ
リティ野球大会におきましては、相良選手の大活躍により、
川崎選抜チームが見事に優勝しました。来年の大会は 4 番
ファースト相良選手を中心に多くの皆様のご参加をお待ち
しています。

川崎中原 RC 小林 正樹 様

日頃より貴クラブの皆様には、公私にわたるご指導ご鞭撻
の数々に心より感謝申し上げます。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事

地区 R 財団 奨学金・学友・VTT 委員長 鈴木正紀様、本日
の卓話よろしくお願いいたします。

米山 元章 君、世良 俊昭 君（R 財団委員会）

鷺沼 RC 鈴木様、本日の卓話よろしくお願いします。

市川 清 君

先日は地区大会にて、皆出席 50 年と長寿会員の表彰をい
ただきました。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君

鈴木委員長様、本日の卓話よろしくお願いいたします。

