第 1715 回 平成 23 年 11 月 10 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
国家、奉仕の理想
３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊血圧測定
＊月初めのセレモニー（誕生祝 4 名、結婚祝 9 名）
＊ＲＹＬＡ報告 ＊クラブフォーラム
＊米山ランチ
＊例会終了後プログラム委員会

第 1714 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 中武泰一郎君
十月は「神無月」でありま
す。神を祭る月であることか
ら「神の月」という説が有力
だそうです。
「無」は、水無月（6 月）と
同じく「の」を意味する格助
詞の「な」である。
10 月を「神在月」ともいう出雲大社等には、「式年遷
宮」と呼ばれる行事がございます。
式年とは、定められた年という意味で、伊勢神宮では
20 年に一度行われております。神社の正殿を造営・修理
する際や、正殿を新に建てた場合に、御神体を遷す事。
永遠性を实現す大いなる営み。
第１回は、690 年に持統天皇が行い、以来 1300 年余り
続いている。 昭和 48 年に 60 回、平成 5 年に 61 回、平
成 25 年に 62 回目の遷宮が予定されている。
伊勢神宮の御神体は、三種の神器のひとつである「や
たのかがみ」です。
「やさかのまがたま」は皇居の御所、
「あめのむらくものつるぎ」は熱田神宮（名古屋市）に
あります。正殿（しょうでん）とは、神宮の諸殿社の中
で中心の社殿。その他に、御垣内（みかきうち）の建物
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とにかく「善いことをしよう。」
高鍋ロータリークラブテーマ
原点をみつめ「団結」「創造」「挑戦」
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；11 月 17 日（1716 回）
＊職場訪問
九電小丸川揚水発電所
ホテル泉屋 11：30 出発
全て。宝殿・御垣・御門等が含まれる。さらに、御装束
神宝（おんしょうぞくしんぼう）。神の礼服や正殿の装
飾や器物等をいう。
御装束は、正殿の内外を奉飾する御料の総称。
525 種類 1085 点。
神宝は調度の品々。
189 種類 491 点。
神職には、5 階ある。
１．浄階 名誉階位
２．明階 宮司・権宮司になるための資格。伊勢神宮の
大宮司以外ならどこの宮司もＯＫ。
３．正階 県社の宮司に必要。
４．権正階 村社・郷社の宮司。
５．直階 基礎的な階位。県社の宮司にはなれない。
■幹事報告
幹事 藤本範行君
＜文書案内＞
＊地区広報雑誌ＩＴ委員会より
メールアドレス登録のお願い
＊中部地区幹事会のご案内
日時 平成 23 年 11 月 24 日
場所 食彩房
（佐土原町駅前）
＊西都ＲＣ11 月の例会案内
＜理事会報告＞
１．ガバナー候補者(2013-14)の選出の件。
11 月 24 日の例会で総意を得る。
２．2011-2012 年度監査報告の件。
承認

３．次年度委員会構成の名称変更の件。
委員長⇒担当理事 リーダー⇒委員長 担当⇒委員
４．ガバナー事務所固定化の件。12 月の理事会で再協議。
５．特別休会の件。（10 月 13 日の特別休会の代替）
12 月 22 日を特別休会にする。 承認
６．日本ボースカウト宮崎連盟への助成金の件。
例年の通り年額 1 万円助成。 承認
７．東九州道早期完成に関する署名活動の件。
次回の例会で会員に用紙配布し署名要請。承認
◆出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率
◆ＢＯＸ披露

出席リーダー 福本幸良君
41 名
34 名
85.00％
95.00％
親睦活動担当 青木善明君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

茂木晃君 関先生、卓話お疲
れ様です。
関正夫君 米山月間です。
宜しくお願いします。
野添勝久君 歓迎会をありが
とうございました。
又昨日は娘の 29 才の誕生日でした。
早いものです。
青木善明君 新入会員研修並びに歓迎会誠にありがとう
ございました。大変勉強になりました。この輪のつな
がりを大切にさせて頂きます。これからも宜しくお願
い致します。
■米山月間卓話
関 正夫君
財団法人ロータリー米山記念奨学会
（１０月は米山月間です。職業奉仕月間でもあります）
（目的）勉学または研究のために来日し、わが国の正規
の学校または研究機関（大学及び大学院）に在籍する
外国人留学生に対して奨学金を支給し、
留学の目的を
支援すると共に、
ロータリーの理想とする国際理解と
親善に寄与することを目的とする。
（事業の使命）将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」と
なって国際社会で活躍し、
ロータリー運動のよき理解
者となる人材を育成することです。これは、ロータリ
ーの目指す平和と国際理解の推進そのものです。
（事業内容）奨学金の支給・世話クラブとカウンセラー
制度・ロータリアンと奨学生との交流・国内外での学
友会活動。
（特徴１）世話クラブ・カウンセラー制度
奨学生一人ひとりに対して、
地域のロータリークラブ
から「世話クラブ」が選ばれ交流の起点となります。
世話クラブ会員の中から「カウンセラー」が付いて、
日常の相談役となり奨学生が安心して留学生活を送
れるよう配慮します。

（特徴２）日本最大の民 間奨学事業
年間の奨学生採用数は、約 800 人、事業費は、約 14
億円（2010 年度）支援した奨学生数は、累計 16,389
人、出身国は世界 120 の国と地域に及びます。
（寄付について）普通寄付金と特別寄付金があります。
・普通寄付金、日本の全ロータリアンからクラブを通
じて定期的にいただく寄付。
各クラブで決定した金額×会員数分を半期に一度
送金。（2010 年度 平均 4,525 円）
・特別寄付金、個人・法人・クラブから普通寄付金以
外の任意の寄付。ロータリー関係者以外からも受け
付けます。金額に決りはない。
（2010 年度平均 10,075 円）
・寄付に対する表彰制度、累計額 3 万円準米山功労者
（復活）10 万円 米山功労者
（高鍋ＲＣでは 功労者累計 14 人 19 回）
（一人で 4 回×１，3 回×１）
・2012 学年度地区別奨学生割当数、
2730 地区は、2011 が 14 人，2012 が 16 人
・奨学金、一人当たり 学部課程 10 万円、
修士博士課程 14 万円
（学友会について）
学友会とは、米山学友と現役奨学生によって組織さ
れる。
日本に 30、海外に 3（台湾、韓国、中国）の学友会
がある。奨学期間終了後もロータリーとの絆を結び、
学友会同士の友情を深める役割を果たしている。
（2730 地区の状況）学生の出身国及び地域と人数は、中国
６、韓国３、台湾１、ベトナム２、マレーシア１、イン
ドネシア１で、１４人中男子１０人、所属する大学は、
宮大３ 鹿大５ 鹿国際４ 鹿体大２
（Ｑ＆Ａ）奨学金制度編
Ｑ 日本人支援はしないのですか
Ａ 設立時の理念から一貫して、外国人留学生のみを対

象としている。これらの課題や基本方針について検
討していきたいと考えています。
Ｑ 裕福な人が多いが支援の必要があるのか
Ａ 経済的に困っているから支援するものではなく、勉
学意欲人物学業面が優秀で、将来、日本との懸け橋
になりうる人材を支援する意味がある。
827 中 47％が中国人、留学生の 60％が中国人
（資料）2011－2012 年度地区協議会抄録、米山豆辞典
net 米山梅吉より

関 正夫 君

米山奨学生 汪 单雁 様

