
　沖田様、本日はようこそいらっしゃいました。演奏を楽

しみにしております。

　さて、本年度も残り1か月余りになりました。5月20日

は地区協議会が開催され、5月23日には「在広･大竹

ロータリークラブ新旧引継正副会長幹事会」が開催さ

れました。

　ロータリーには色々な会議があり、分かり難いと思い

ます。「新旧引継正副会長幹事会」は、引継ぎの会と

いうことで理解できると思いますが、「地区協議会」と

は何か良く分からないのではないかと思います。「地

区協議会」は、次期クラブ指導者に対するクラブ運営

に必要な知識や技能を修得させるための勉強会にな

ります。クラブ事業計画の策定や、地区目標達成に参

考になる事項について、研修が行われることになりま

す。主催はガバナーエレクトになります。

　さらに、今日の夜は「ガバナーエレクトを囲む次年度

会長・幹事懇談会」が開催されます。これは、ロータリー

の公式な会ではありません。ガバナー補佐が主催す

る、各クラブの会長・幹事とガバナーとの顔合わせを中

心にした、歓談の場ということになります。

　今の時期は、次年度に向けた準備の最終段階にな

ります。会長は自分の年度が始まるまでが大変です。

当クラブも次年度の計画、日程、予算などもほぼ固まっ

てきています。

　私が今年度やるべきことは、毎回の点鐘、今日を含

めて3回会長時間で話すこと、外部卓話のお礼の挨

拶2回、退任挨拶くらいだろと思います。去年の有田

会長の気持ちが良く理解できます。だんだん緊張感が

出てきている中井次年度会長も、来年の今頃はきっと

楽になっていると思います。

　以上で、にこやかに会長時間を終わりたいと思いま

す。

広島県緩和ケア支援センター長
（県立広島病院緩和ケア科
　　　　　　　　主任部長）
（広島大学医学部臨床教授）

「がんの緩和ケア」

ロータリー財団に特別寄付の表彰

河内　正晴　会員
永井　勝康　会員
渡邊　英晶　会員
中本　昭文　会員
近藤　英昭　会員

梶田　　滋　会長

①日韓親善会議について   

　8月31日（金）～9月1日（土）　東京　グランド・

プリンスホテル新高輪（しんたかなわ）におきまし

て、第11回日韓親善会議が開催されます。 

　ご参加をお考えの方は6月20日までに事務局へ問

い合わせください。     

ギター奏者　沖 田  孝 司  様
ピアノ奏者　沖 田  千 春  様

2011～2012年度

★永井　勝康さん

★河内　正晴さん

★渡邊　英晶さん

★大藤　良治さん

★平塩　清種さん

★有田　伸治さん

★森井　紀夫さん

梶田会長よりお礼のお言葉

　会費の内容が分かり難いということを耳に
しましたので、今日は会費の仕組みについて
お話をいたします。
当クラブの会計は大きく分けると、会費請求
する一般会計・周年事業会計・南港交流会計
と、皆様のご厚意でスマイルボックスに出奉
いただいている奉仕活動会計があります。お
手元の表をご覧下さい。
一般会計の中には、会費請求した金額と同額
を支出するものがあります。このクラブの会
計を通過するだけのものとしては、地区分担
金などがあります。それ以外の年会費・月例
会費・入会金等がクラブ運営するための財源
になります。このクラブ運営財源で、例会の
費用・各委員会に掛かる費用・クラブの管理
費用を賄うことになります。
委員会費用で最も多く支出しているのが、親
睦委員会関係のものになります。しかし、こ
の親睦委員会の費用は、飲食代は受益者負担
の考え方で、夜間例会では通常の例会費用を
超える額は全て出席者の負担にしています。
管理費用は、賃借料と人件費が大きな支出に
なっています。賃借料は中元初代会長のご功
績で、世間相場より低い家賃で事務所を賃借

しています。
周年事業会計は、5年ごとの周年事業を行うた
めに積立てている資金になります。次は20周年
事業でその資金を使うことになります。
南港交流会計は、南港RCが来日時に使用する
資金を積立てているものです。この資金も20周
年で使いことになると思います。
当クラブの財政は、創立11年目に会員数が過去
最低の30名になり、その時危機的な状況に陥っ
ています。その後、親睦関係の支出の大幅な見
直しを行い、財政再建をしています。現在の会
員数は37名でああり、この会員数であれば次年
度はさらに会費値下げを行うことが可能であろ
うと思います。

梶田　　滋　会長



　この度、入会させて頂きました、広島観光開発
㈱代表取締役社長の尾﨑宏明です。
　私は昭和28年11月15日生まれの58歳、本籍は
島根県浜田市で、広島は昭和52年3月に広島電
鉄㈱に入社してからになります。
　広島電鉄では電車部技術課に配属になり、3年
間は電車の整備の仕事を行っていました。広島電
鉄は大正元年11月に開業し今年100周年になりま
す。この間に2度の存続の危機があり1度は昭和
20年の原爆による被害、2度目は昭和40年代に爆
発的な自動車普及に伴う逆風による経営危機で
したが、排ガスを出さない大量交通機関としての
路面電車が見直され、国の補助事業で新型路面
電車を開発することになり、その担当になりまし
た。この電車は、それ以降に広島電鉄が導入した
新型車両のベースになりました。
　その後、車両設計・管理や電車へ電気を送る変
電所、信号等の電気部門を担当した後、総務部門
を経て、平成16年10月に広島観光開発㈱に出向
となり、現職になりました。
　広島観光開発は宮島ロープウエーの運営会社
で、昭和34年4月に開業し、今年で53年になりま
す。宮島ロープウエーは世界遺産で原始林がある
宮島の弥山（みせん）に『楽』に登れる登山コース
の1つです。
　弥山は1206年前に空海が開創した霊峰で、山
頂付近には空海ゆかりの御堂や奇岩怪石があ
り、山頂からは瀬戸の多島美を一望できるパワー
スポットとして多くの観光客が訪れています。近年
では、空海が修行で灯した火が1200年以上たっ
た今も燃え続けている「消えずの霊火堂」が“恋

人の聖地”に認定されたことを記念し、「誓いの火
モニュメント」や「ハートインもみじ饅頭の手焼き
体験工房」の恋人スポットを山頂駅に設置したと
ころ、若者のお客様が増加しています。
　今年は平清盛ブームですが、ロープウエーも外装
が清盛になってお待ちしていますので、宮島にお越
しの節はご利用をお願いしますとともに、ご指導
の程よろしくお願い致します。

新会員自己紹介
　　尾﨑　宏明　会員

　株式会社オオノ代表の寺西芳明と申し上げま
す。
新会員とありますが、以前にも入会させていただ
いておりまして、なかなか出席できなくて、当クラ
ブ、皆様に多 ご々迷惑をおかけして脱退させてい
ただいておりました。
　しかし、この度、梶田会長、永井様から、当社グ
ループの直販店代表の家内に入会のお誘いがあ
り、しかし、なぜか、私が再入会させていただく事
になりました。そういうわけで、家内共々、どうぞ
宜しくお願いいたします。
　さて、私は、旧大野町で地元の特産品であるア
サリ牡蠣を養殖し、加工、卸販売をいたしており
ます。またそれらを使った飲食店を営んでおりま
す。

　私は、昭和33年生まれで、旧大野町育ち、中学
生の時、カキ養殖をしていた父親が他界、他界後
は兄が事業を引き継ぎ、私は高校を卒業後　国
鉄に入社し、退社後兄のところで修業し、昭和63
年に独立創業しました。
　創業時はアサリ　なまこ　しじみ等の加工卸
販売が主な取扱商品で、特に、一粒一粒が手堀り
で、美味しい大野のあさりの販売に力をいれてお
り、当初から「大野あさり」と名をうって販売して
いるところでございます。今では結構全国に名の
通る程になりました「大野あさり」のブランド化に
も努めてまいりました。
　平成3年に大野水産有限会社として会社を設立
いたしました。この年より生かきの取扱と冷凍食
品の製造を開始しました。　
　平成16年に株式会社オオノと改名　養殖部門
を大野水産有限会社と致しました。平成18年、現
工場を建設　売店とレストランを開設し、有限会
社オイスタークイーンを設立しました。生産者直営
店として、新鮮なものを、より安く、出来るだけ多
くの人に提供することをモットーとし、毎年1月後
半から2月には、かき祭りを開催するなど、努めて
今年で6年目となりますが、これも定着しつつあ
り、大変好評をいただいております。
　私の理念は地域貢献です。
　地元の名産品を全国に広めること。
　県内　県外の量販店、市場をはじめ、全国に
向けて出荷しています。昨年は広島市長より、市
民の食生活の安定と向上に多大な貢献をしたとい
う事で、感謝状をいただきました。以前には他県
からもいただいたことがあり、大変名誉なことだと
嬉しく思っております。これからも、「おしい広島」
を盛り上げるために、一層の努力を行っていきた
いと思っているところであります。
　お誘いいただきましたロータリークラブの理念
が、社会奉仕、地域貢献とあります。これからは、
当クラブの諸先輩方のご指導を賜りながら、社会
奉仕、地域貢献に微力ではありますが、努めてい
きたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申しあげます。

①理事会 
　本日18：30～　ひろしま八雲　富士見町店にお
きまして、新旧理事役員会を開催します。ご関係
の方は、ご参集ください。
②広報会議 
　本日例会終了後、広報会議を行います。関係者
は、例会場前ソファーにご参集ください。
③ライラ準備委員会 
　本日例会終了後、この会場にてライラ準備委員
会会合を行います。
　関係者は、ご参集ください。

　株式会社オオノ代表の寺西芳明と申し上げ
ます。
新会員とありますが、以前にも入会させてい
ただいておりまして、なかなか出席できなく
て、当クラブ、皆様に多々ご迷惑をおかけし
て脱退させていただいておりました。
　しかし、この度、梶田会長、永井様から、
当社グループの直販店代表の家内に入会のお
誘いがあり、しかし、なぜか、私が再入会さ
せていただく事になりました。そういうわけ
で、家内共々、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。
　さて、私は、旧大野町で地元の特産品であ
るアサリ牡蠣を養殖し、加工、卸販売をいた
しております。またそれらを使った飲食店を
営んでおります。

　私は、昭和33年生まれで、旧大野町育ち、中
学生の時、カキ養殖をしていた父親が他界、他
界後は兄が事業を引き継ぎ、私は高校を卒業後
　国鉄に入社し、退社後兄のところで修業し、
昭和63年に独立創業しました。
　創業時はアサリ　なまこ　しじみ等の加工卸
販売が主な取扱商品で、特に、一粒一粒が手堀
りで、美味しい大野のあさりの販売に力をいれ
ており、当初から「大野あさり」と名をうって
販売しているところでございます。今では結構
全国に名の通る程になりました「大野あさり」
のブランド化にも努めてまいりました。
　平成3年に大野水産有限会社として会社を設立
いたしました。この年より生かきの取扱と冷凍
食品の製造を開始しました。　
　平成16年に株式会社オオノと改名　養殖部門
を大野水産有限会社と致しました。平成18年、
現工場を建設　売店とレストランを開設し、有
限会社オイスタークイーンを設立しました。生
産者直営店として、新鮮なものを、より安く、
出来るだけ多くの人に提供することをモットー
とし、毎年1月後半から2月には、かき祭りを開
催するなど、努めて今年で6年目となりますが、
これも定着しつつあり、大変好評をいただいて
おります。
　私の理念は地域貢献です。
　地元の名産品を全国に広めること。
　県内　県外の量販店、市場をはじめ、全国に
向けて出荷しています。昨年は広島市長より、
市民の食生活の安定と向上に多大な貢献をした
という事で、感謝状をいただきました。以前に
は他県からもいただいたことがあり、大変名誉
なことだと嬉しく思っております。これから
も、「おしい広島」を盛り上げるために、一層
の努力を行っていきたいと思っているところで
あります。
　お誘いいただきましたロータリークラブの理
念が、社会奉仕、地域貢献とあります。これか
らは、当クラブの諸先輩方のご指導を賜りなが
ら、社会奉仕、地域貢献に微力ではあります
が、努めていきたいと思います。

　会費の内容が分かり難いということを耳に
しましたので、今日は会費の仕組みについて
お話をいたします。
当クラブの会計は大きく分けると、会費請求
する一般会計・周年事業会計・南港交流会計
と、皆様のご厚意でスマイルボックスに出奉
いただいている奉仕活動会計があります。お
手元の表をご覧下さい。
一般会計の中には、会費請求した金額と同額
を支出するものがあります。このクラブの会
計を通過するだけのものとしては、地区分担
金などがあります。それ以外の年会費・月例
会費・入会金等がクラブ運営するための財源
になります。このクラブ運営財源で、例会の
費用・各委員会に掛かる費用・クラブの管理
費用を賄うことになります。
委員会費用で最も多く支出しているのが、親
睦委員会関係のものになります。しかし、こ
の親睦委員会の費用は、飲食代は受益者負担
の考え方で、夜間例会では通常の例会費用を
超える額は全て出席者の負担にしています。
管理費用は、賃借料と人件費が大きな支出に
なっています。賃借料は中元初代会長のご功
績で、世間相場より低い家賃で事務所を賃借

しています。
周年事業会計は、5年ごとの周年事業を行うた
めに積立てている資金になります。次は20周年
事業でその資金を使うことになります。
南港交流会計は、南港RCが来日時に使用する
資金を積立てているものです。この資金も20周
年で使いことになると思います。
当クラブの財政は、創立11年目に会員数が過去
最低の30名になり、その時危機的な状況に陥っ
ています。その後、親睦関係の支出の大幅な見
直しを行い、財政再建をしています。現在の会
員数は37名であり、この会員数であれば次年度
はさらに会費値下げを行うことが可能であろう
と思います。

収　　入 支　　出

会
費
請
求

ス
マ
イ
ル
ボ
ッ
ク
ス

(１)負担金
　人頭分担金
　ロータリー財団寄付
　ロータリー奨学金
　米山奨学資金
　ロータリーの友誌代

(２)地区分担金
　ｶﾞﾊﾞﾅ- 運営関係費
　研修関係費
　ロータリー文庫運営協力金
　各種委員会奉仕活動費
　各種委員会奉仕活動費
　ガバナー連絡会議負担金
　地区年次大会負担金

(３)特別寄付金
　ﾛ-ﾀﾘ- 財団特別寄付金
　米山奨学特別寄付金

(４)会合費
　例会費
　来客食費
　地区協議会費
　地区大会費
　理事役員費
　クラブ協議会費

(５)委員会費
　会員組織常任
　親睦・家族

　出席
　プログラム
　広報常任
　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ･新世代
　ＲＣＣ
　ﾛｰﾀﾘｰ財団常任
　Ｓ.Ａ.Ａ.
　会計

(６)管理費
　賃貸料
　光熱費等
　事務局費
　備品費
　印刷消耗品費
　通信費
　接待・交際費
　慶弔費
　雑費

20周年・25周年事業で使用

同上

社会奉仕
青少年奉仕
国際奉仕

(１)負担金
　人頭分担金
　ロータリー財団寄付
　ロータリー奨学金
　米山奨学資金
　ロータリーの友誌代

(２)地区分担金
　ｶﾞﾊﾞﾅ- 運営関係費
　研修関係費
　ロータリー文庫運営協力金
　各種委員会奉仕活動費
　各種委員会奉仕活動費
　ガバナー連絡会議負担金
　地区年次大会負担金

(３)特別寄付金
　ﾛ-ﾀﾘ- 財団特別寄付金
　米山奨学特別寄付金

(４)会費その他
　入会金
　年会費
　月例会費
　来客食費
　雑収入
　受取利息

月2,000円

月1,000円

RCC・御手洗川助成金
スマイルボックス

クラブが預り同額を支出
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
食事代  
同上  
登録料  
同上  
会場費（夜間理事会は自己負担）
会場費  
  
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ  
夜間例会・結婚記念  
（例会費＠2,100以外自己負担）  
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ  
外部卓話謝礼  
会報・HP  
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ  
同上  
同上  
同上  
同上  
同上  
  

事務所賃料（＠61,000）  
電気代  
人件費・通勤手当・中退共・労働保険  
ｺﾋﾟｰﾘｰ料  
会員名簿  
電話・切手  
他ｸﾗﾌﾞ周年祝儀  
香典  
  
  
  
開催費用  
  
交流費用  
  
RCC、御手洗川植樹  
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ韓国交流会  
台北市植樹負担金  
  
  
  

ガ
バ
ナ
ー
助
成
金

収
入

通
過
勘
定（
預
り
金
）

ク
ラ
ブ
運
営
財
源

周年
事業

同上

新会員自己紹介

　　寺西　芳明　会員



ゆうほRCC　２０１2　5月定例会　報告書
　　　　　平成２4年5月18日（金）  １９：３０～ 
　　　　　　　　サンリブフードコート内 ： オアシス

<出席者＞
・廿日市ロータリークラブ　　
・ゆうほ　森田、渡辺、住田、長、西川、船木

１．ゆうほから
日時：５月１８日（金）　１８：００～
場所：ビッグ～ローソン～ダイソー～八幡交番～サンリ
ブ～フタバ図書 など
参加：廿日市ロータリー 
ゆうほ：森田、渡辺、住田、長、西川　　　　           
～気づき～
　ゴミはあいかわらず多い。八幡交番では来客があり
　話しが聞けなかった。
　サンリブゲームセンターでは従業員の方が、積極的
　に子ども達に声をかけてくださっています。

＜防犯教室＞

大塚小学校：一年生から三年生およそ５００名
日時：５月９日（水）　　３時間目（１０：５５～１１：４０）
参加：植村、住田、笠井、長、西川、稲田
～気づき～
　参加人数が少なかったが、学校側も協力的でうまく
　いきました。
　ステージが横長だったので、外側の子どもたちは大型
　紙芝居が見えにくかったのではないかと思います。

今後の予定
＜防犯教室＞
八幡小学校：
日時：６月２７日（水）　２時間目

＜防犯教室＞　　　
彩が丘小学校：４時間目
日時：７月１８日（水）
＜防犯教室＞
五日市南小学校：２時間目
日時：７月１８日（水）

＜夏休み工作教室と防犯教室＞
八幡公民館
日時：７月２８日（土）　　
何を作るか皆さん考えておいてください。

２．廿日市ロータリークラブから
５月１１日に創立１７周年夜間例会において薬剤師会
様から功労賞を
いただきました。

３．その他

6月
環境保全
　

6月
定例会

7月
環境保全

7月
定例会

6／15（金）
１８：００～

　　　6／18（金）
１９：３０～　　

7／20（金）
１８：００～

7／20（金）
１９：３０～　　

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり

場所：サンリブ内オアシス

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり

場所：サンリブ内オアシス
　

4.次回は

★渡邊　英晶さん
★近藤　英昭さん
★植田　敏揮さん
★藤岡　哲也さん
★河内　正晴さん
★中井　克洋さん

　この度、入会させて頂きました、広島観光開発
㈱代表取締役社長の尾﨑宏明です。
　私は昭和28年11月15日生まれの58歳、本籍は
島根県浜田市で、広島は昭和52年3月に広島電
鉄㈱に入社してからになります。
　広島電鉄では電車部技術課に配属になり、3年
間は電車の整備の仕事を行っていました。広島電
鉄は大正元年11月に開業し今年100周年になりま
す。この間に2度の存続の危機があり1度は昭和
20年の原爆による被害、2度目は昭和40年代に爆
発的な自動車普及に伴う逆風による経営危機で
したが、排ガスを出さない大量交通機関としての
路面電車が見直され、国の補助事業で新型路面
電車を開発することになり、その担当になりまし
た。この電車は、それ以降に広島電鉄が導入した
新型車両のベースになりました。
　その後、車両設計・管理や電車へ電気を送る変
電所、信号等の電気部門を担当した後、総務部門
を経て、平成16年10月に広島観光開発㈱に出向
となり、現職になりました。
　広島観光開発は宮島ロープウエーの運営会社
で、昭和34年4月に開業し、今年で53年になりま
す。宮島ロープウエーは世界遺産で原始林がある
宮島の弥山（みせん）に『楽』に登れる登山コース
の1つです。
　弥山は1206年前に空海が開創した霊峰で、山
頂付近には空海ゆかりの御堂や奇岩怪石があ
り、山頂からは瀬戸の多島美を一望できるパワー
スポットとして多くの観光客が訪れています。近年
では、空海が修行で灯した火が1200年以上たっ
た今も燃え続けている「消えずの霊火堂」が“恋

人の聖地”に認定されたことを記念し、「誓いの火
モニュメント」や「ハートインもみじ饅頭の手焼き
体験工房」の恋人スポットを山頂駅に設置したと
ころ、若者のお客様が増加しています。
　今年は平清盛ブームですが、ロープウエーも外装
が清盛になってお待ちしていますので、宮島にお越
しの節はご利用をお願いしますとともに、ご指導
の程よろしくお願い致します。

渡邊　英晶　会員　昭和28年6月10日　59歳  

　私の中・高生時代の趣味は、歴史上の偉人の伝
記の読書と映画鑑賞でした。白黒からカラーに変っ
た映画三本立を一日、二館はしごした事もありまし
た。  
　特に、俳優の演技と音楽、小道具に興味がありま
した。なかでも、10数回鑑賞した西部劇が数本あり
ます。  
　その一本が、西部劇定番の平和な町に、悪人一家
がやって来て、町中を暴れまわる。一方、町の安心、

安全を守る保安官など４名の活躍でめでたく悪人一
家を退治するというストーリーです｡  
　この４名は ライフル上手でリーダー格の保安官
（ジョン・ウェイン）、酒場ウロウロし、酒を恵んでもらう
アルコール中毒状態の保安官助手（ディーン･マーチ
ン）、保安官事務所内の雑用係（身体に障害がある)老
職員と悪人から一命を救った通りがかりの若いカー
ボーイで臨時の保安官助手（当時人気のウェスタン歌
手のリッキー・ネルソン）です。
　悪人一家の息子の一人が、町民を殺害したため逮捕
し、保安官事務所に留置する。
　悪人一家が息子を取り返しに来る前夜、保安官事務
所内で、ジョン・ウェインが、アルコール中毒のディー
ン・マーチンにウィスキーボトルとグラスを突きつけ、明
朝、悪人一家が攻撃して来る。最後の酒を飲めと、一
方若いリッキー･ネルソンは飲むなと、老職員は、好き
なようにしろと、酒をグラスに入れ、ディーン･マーチン
の目の前に置き､様子を見ている。
　ディーン･マーチンは、震える手で酒の入ったグラスに
ふれようとした、その時、（酒場から悪人一家がリクエ
ストした）トランペットの「皆殺しの曲」がもの悲しく聞
えて来る。
　沈黙がつづく中､ディーン･マーチンが酒の入ったグラ
スを震える手で取ると､ウィスキーボトル口にグラスから
酒を少しづつこぼれないように戻し入れていく｡
　グラスの酒が空になる頃、トランペット音も聞えなく
なり､酒を断ったディーン・マーチンを皆が確認する｡
　その後､４人はギター・ハーモニカで主題曲の「ライ
フルと愛馬（ポニー)」を心いくまで歌い舞る。
　翌朝の決闘で悪人一家を退治し、再度「ライフルと
愛馬」の曲が流れ［ＴＨＥ　ＥＮＤ」となる。映画の題
名は「リオ・ブラボー」だったか？
　映画には、挿入曲により、感動が増し、心に残るも
のです。
　私は、ディーン・マーチンのアルコール中毒から酒を
断つ瞬間、動機なったトランペットの「皆殺しの曲」を
聞き、この酒を飲むとチームワークをこわし全滅する
等々。一方には、飲んで忘れたいなど心の葛藤がトラン
ペットの音が決断させた。
　私の心に作用する逸品とします。

映画の挿入歌

紹介会員：森井　紀夫

ロータリー米山記念奨学会

　財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉学、
研究を志して日本に留学している外国人留学生に
対して、ロータリーの理想とする国際理解と親善を
深めるために、日本のロータリアンの寄付金を主な
財源として、奨学金を支給、援助している民間の奨
学団体です。
　米山記念奨学会は、1920年日本で最初に創立
された東京ロータリー・クラブ初代会長梅吉氏の
ロータリー発展に尽力された功績を偲び、米山とい
う名称を冠して設立されました。米山記念奨学会
は、日本のロータリアンの賛同、協力を得て年々成
長し、アジアをはじめとしてあらゆる国、地域から
日本に在留して勉学、研究している留学生を対象と
した国際奉仕事業です。　
　米山記念奨学会の特色は、奨学金を支給するの
みでなく、国内の担当ロータリー・クラブが世話ク
ラブとなり、カウンセラーが奨学生の相談にのるな
ど、個人的世話にあたっていることです。
　年間の奨学生採用数は800人、奨学金は12億
5,000万円にのぼり、これまで世界120の国、地域
の留学生1万6,389人を支援しています。
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