
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」          ◇会長報告    ◇幹事報告   

◇表彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー［池上實会員・木村信一会員］ 

◇月間卓話 『Ｒ財団 第２７８０地区平和フェロー・奨学金委員会について』 中山冨貴子会員 
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2020-2021 年度 
painted by Kenzo Tanaka 

第 61 代会長 大箭 剛久 

第 61 代幹事 杉田 祐一 

 

＝本日の例会行事＝ 

2020 年 11 月 19 日（木） 第２９１０回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 17 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊ＲＩ第２７８０地区 ロータリー財団委員会 ２０２１－２２年度地

区補助金申請書類及びダウンロード手順について 

＊茅ヶ崎ＲＣ 『コロナ禍における奉仕活動』を、今後のロータリ

ーの奉仕活動の参考として取り上げるために具体的で解りや

すい説明・写真等資料や報道記事の提供依頼 

◇ロータリー米山記念奨学会より  『ハイライトよねやま』 Ｖｏ

ｌ．２４８ ◇タウンニュース 

古知屋光洋君 中山さん、卓話よろしくお願いします。 

中山冨貴子君 池上先生、木村信一さん、マルチプル・ポー

ル・ハリス・フェロー表彰おめでとうございます。本日は財

団月間にあたり、卓話をご依頼頂きありがとうございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

加瀬義明君 コロナが急速に感染拡大していますね。皆さま

もお気をつけ下さい。１月の台北西北ＲＣの 60 周年式典参

加はできなくなりそうですね（涙） 

富田桂司君 茅ヶ崎市出身の野口聡一さんが三度目の宇宙

へ！先輩おめでとうございます。（面識ございませんが．．．） 

杉本剛昭君 今日は暖かいですね。ミートテックをまとって

いるので、汗ばむほどです。中山さん、卓話よろしくお願い

いたします。 

北村公子君 初冬ではないような温かい日が続きます。どこ

も紅葉がとてもきれいです。卓話、中山さん、よろしくお願

いします。 

木村信一君 中山さん、卓話ありがとうございます。 

小澤雅彦君 本日バッジを忘れてしまい、ロータリアンにと

って情けない限り。穴があったら入りたいです。中山さん、

卓話とても楽しみにしています！ 

木村邦佑君 わがままは男の罪 それを許さないのは女の

罪．．．この１週間男女の罪について考えてみました。答えは

出ませんでしたが、大人の恋ができなかった「若さ」への罪

を感じ取ることができました。いつまでも若くありたいもの

です。罪深い私をお許し下さい。11/25 18:00 かっとびにて

「若さと罪」そして「職業奉仕」について、話し合いたいと

思います。お誘い合ってのご参加よろしくお願いします。 

橋本正一君 池上さん、木村信一さん、表彰おめでとうござ

います。私、本日は早退させていただきます。 

小八木隆男君 中山さん、本日の卓話宜しくお願いします。

ロータリー財団について勉強させて頂きます。 

石田貴一君 池上先生、木村さん、表彰おめでとうございま

す。中山さん、卓話拝聴させていただきます。 

［本日 21件、32,000円です］ 

スマイル報告 石田貴一会員 

大箭剛久君＆杉田祐一君 マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー表彰の皆様、おめでとうございます。中山さん、本日

はロータリー財団について学ばせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

伊藤和明君 一昨日、信金さんの 10組のコンペでホールイ

ンワン致しました。ゴルフに感謝です。 

伊藤留治君 池上さん、木村信一さん、ポール・ハリス・フ

ェロー表彰おめでとうございます。中山さん、卓話よろしく

お願いします。 

加藤 寛君 財団についての卓話、中山さんご苦労様です。 

河本啓伸君 中山さんの卓話への期待感で胸が震えていま

す。感動を呼ぶ卓話をよろしくお願いします。ちなみに、コ

ロナ感染者数最高記録を更新しているところ、まことに言い

づらいのですが、来年 5/2（日）に久しぶりにライブをやる

ことになりました。出来るといいなぁ．．． 

和田幸男君 中山さん、財団卓話よろしくお願いします。 

澤邑重夫君 池上さん、木村さん、表彰おめでとうございま

す。中山さん、卓話よろしくお願いいたします。箱根は紅葉

です。美に疎い私でも、さすがに感じ入るものがあります。

嫁さまにあきれられる寸前ですが、今週も出かけてしまいま

した。今回は県内でしたので、Go to クーポンは幸町のたま

やで刺身とコロッケに化けました。 

吉田恵子君 今日はむしあついです。変な天気ですね。中山

さん、卓話楽しみです。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１１／１９ ２９１０ ４０ ３２ ３０ ２  １００％  

１１／５ ２９０８ ４０ ３３ ３０ ３ ０ １００％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 吉田恵子会員 ※例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています 

中山会員は地区平和フェロー・奨学金委員会の委員長を務める 

月間卓話『ロータリー財団 第２７８０地区平和フェロー・奨学金委員会について』 中山冨貴子会員 

財団月間に合わせ、財団学友の卓話の依頼を頂きありがと

うございます。 

第 2780 地区平和フェロー・奨学金委員会は、3つの奨学

金プログラム（平和フェロー奨学金・ロータリー奨学金・第

2780 地区ロータリー奨学金）を担当しております。ロータ

リー財団は「世界で良いことをしよう」の理念の下、ロータ

リアンの寄付で運営されています。皆様からのご寄付が「人

を育てるロータリー財団」の活動として、平和フェロー・ロ

ータリー奨学生のための奨学金として活用されております

ことを今回ご紹介させて頂きます。 

１．平和フェロー奨学金 

平和は「人」から始まるという趣旨の下、人材育成を目的

として、ポール・ハリス没後 50周年を記念し創立された奨

学金プログラムです。平和フェローシップ（支給型の奨学金）

を通じて、世界平和と紛争予防の担い手となる人材を育て、

平和推進者の世界的ネットワークを築いています。 

平和センターは、現在世界 7カ国（アメリカ・日本・イギ

リス・オーストラリア・スエーデン・タイ、ウガンダ）、８

つの有名大学（デューク大学/ノースカロライナ大学・国際基

督教大学(ICU)・ブラッドフォード大学・クイーンズランド

大学・ウプサラ大学・チュラロンコーン大学・マケレレ大学）

に設置されています。 

選考基準はプログラムにより異なりますが、「国際関係」

「平和」「紛争解決」の分野で 3〜5年間の職歴を有し、学士

号に相当する学位、第 2言語能力など、国際的または地域社

会での人道的活動や平和活動に取り組む熱意がある人が世

界審査により選出されます。この奨学金は 1 人あたり約

80,000ドル（約 800〜900万円）が支給されます。 

毎年世界で最高 100 名のロータリー平和フェローが選ば

れ、平和と紛争解決分野の専門能力開発及び平和と安全保障

分野のプログラムを学びます。各平和センターでは、独自の

カリキュラムと実地研修が適用され、さまざまな方法で平和

と紛争解決の研究が行われています。卒業後は、国際機関や

NGO でリーダーシップを発揮し、より平和な世界を築くた

めに活躍しています。 

日本には東京三鷹の国際基督教大学(ICU)に平和センタ

ーがあります。第 2750 地区を中心とした第 2780 地区を含

む近隣 6地区が「ホストエリア連絡協議会」を形成し、当地

区では毎年 25,000 ドルを平和センターへ支援しています。

第 17期生はアフリカのガンビアからウスマン・ゴメスさん

（相模原西 RC）は今年卒業を迎え、帰国されました。第 18

期生としてアメリカからデレク・チンさん（藤沢東 RC）、同

じくアメリカからジャクリーン・マクレスターさん（小田原

北 RC）が来日しています。今年度第 19 期生はコソボより

サビナ・カキナリさん（相模原 RC）が来日予定です。 

２．ロータリー奨学金 

ロータリー財団とクラブは大学・大学院レベルの奨学金を

通じて、地域や世界で活躍できる未来のリーダーを育成して

います。ロータリー奨学生 2人目の緒方貞子さんは学友人道

奉仕世界賞を受賞されました。また第 2780地区厚木 RCの

推薦で 1987年にアメリカに留学された中満泉さんは昨年、

国連事務次長になり、現在国連を代表して世界の軍縮を推し

進めておられます。前年度地区大会の新世代交流会でファシ

リテーターをされた UNHCR の中村恵さんもロータリー奨

学生でした。 

進めておられます。今年度地区大会の新世代交流会でファシ

リテーターをされた UNHCR の中村恵さんもロータリー奨

学生でした。 

ロータリー奨学金（グローバル補助金奨学金）は世界で求

められている人道的ニーズや「ロータリーの６つの重点分

野」（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）に関連した研究のため、大学院または

同等の研究機関への留学を支援するプログラムです。この奨

学金は 1人あたり約 38,000ドル（約 400万円）の支給型奨

学金です。留学後、世界各国に平和の活動に携わり、平和を

担う日本人を送り出すプログラムとご理解頂きたいです。 

３．第 2780地区ロータリー奨学金 

第 2780地区ロータリー奨学金（地区補助金奨学金）とは、

海外の大学または大学院で１～2年間、研究分野や芸術・文

化を学ぶための留学先を問わない奨学金です。この奨学金は

1 人あたり約 24,000ドル（約 260万円）の支給型奨学金で

す。 

【奨学生募集について】 

奨学生募集に関しては、毎年 4 月に応募開始、10 月の選

考試験、オリエンテーションを実施します。今年度は選考試

験が 10 月 31 日に行われました。毎年とても優秀な方々が

応募され、ロータリーの奨学金制度は世界平和を目指す学生

を育てています。 

会員の皆様からの頂く年次寄付 1 人あたり 200 ドル（約

22,000円）の内、約 70 ドル（約 7,700円）はこの人材育成

に使われます。 

現在留学中のグローバル補助金奨学生は 2名で、アメリカ

とイギリスへ、地区補助金奨学生は 1名がイギリスへ、それ

ぞれ留学中です。第 2780 地区としては、現在 3人の奨学生 

を 4 人に増やしたいと考えています。 

これらのプロジェクトは全て財団への 

寄付金で運用されています。将来の世界 

平和貢献のためにロータリアンの皆様の 

寄付が役立てられていることへのご理解 

と引き続きのご支援をどうぞよろしくお 

願いいたします。 

◇表彰 

☆マルチプル・ポール･ハリス･フェロー６回目 池上 實君

（ＰＨＦピン+６）５回目木村信一君（ＰＨＦピン+５） 


