湯河原ロータリークラブ
WEEKLY REPORT
2020 年 11 月 27 日(金)
例会 第 2821 回

会

長 山本明峰

幹

事 佐藤友彦

天気：くもり
合掌：我らの生業

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716
例会場：ニューウェルシティ湯河原 静岡県熱海市泉 107
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401
例会日：毎週金曜日 12:30～13:30

会長挨拶
秋の長雨が終え、小春日和の続く今の時期は一年でも大
変過ごしやすい好時節と言えると思います。思い起こせ
ば、私が小学生だった頃、もう 50 年も前になってしま
いますが、この時期、駅のロータリーが蜜柑狩りのお客
さんで、特に休みの日にはごった返していたように記憶
しております。案内所でそれぞれの農園の道案内の者が、
順番に客を割り当てられるのを待つ訳ですが、私も実家
で営んでいた農園の旗を持って、人混みで溢れるような
案内所で時間を過ごした懐かしい思い出があります。湯
河原の駅から山道を歩いて十数分程の行程を何往復ぐら
いしたものか、とにかく夕方にご褒美で駅前のラーメン
を食べさせてもらえるのが楽しみでした。十年一昔と言
いますがまさに隔世の感を禁じ得ません。

加をお待ちしております。また、現在海外に在籍の学
友の方々と連絡が取れる方がいらっしゃいました
ら、連絡先をご連絡頂けますと幸甚です。
連絡事項
１２月の例会は、４日通常例会、１１日夜間例会、
１８日の通常例会です。２５日は特別休会となりま
す。尚、１８日にクリスマスケーキを配りますので欠
席しないようお願い致します。

スマイル BOX
ご夫人誕生日

11/27～11/30

伊藤伸之君（和子様･１１／３０）

第１回米山功労者

小倉高代君

第２回米山功労者

神谷一博君

平和フェロー・奨学金委員会
委員長 中山冨貴子君

幹事報告

平和フェロー・奨学委員会の中山と申します。本日
は財団月間にあたり卓話をご依頼頂きましてありが
とうございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

幹事報告
米山奨学・米山学友委員会委員長 常磐卓嗣より 米山
学友同窓会 開催のお知らせ
来年５月２３日（日）に米山学友同窓会を企画しております。
新奨学生、米山学友、クラブ内カウンセラー、関係者等皆様のご参
出
席
報
告

ゲスト 0 名 ビジター 1 名

セコガニを食べに京都に行ってきました。
安江仁孝君
六大学野球秋季リーグで早稲田が優勝しました。
神谷一博君
本日は、財団平和フェロー委員長中山冨貴子さん

会員 25 名

欠席 9 名(免除者 2 名) 前回の修正出席率 86.96%
出席率 69.56％

佐東丈介君

湯河原ロータリークラブにようこそ。本日は、財団
の件、ご指導よろしくお願い致します。

前々回の修正出席率 78.26%

事前メークアップ 2 名
ビジター 平和フェロー・奨学金委員会 委員長 中山冨貴子君
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２．ロータリー奨学金
卓話：神谷一博君
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
代講 平和フェロー・奨学金委員会 委員長
ーを育成しています。
中山 冨貴子 様
ロータリー奨学生 2 人目の緒方貞子さんは学友人道奉
第 2780 地区平和フェロー・奨学金委員会について
仕世界賞を受賞されました。また第 2780 地区厚木 RC
財団月間に合わせ、財団学友の卓話の依頼を頂きあ の推薦で 1987 年にアメリカに留学された中満泉さん
りがとうございます。第 2780 地区平和フェロー・奨学 は現在、国連事務次長になり、現在国連を代表して世
金委員会は、3 つの奨学金プログラム（平和フェロー奨 界の軍縮を推し進めておられます。今年度地区大会の
学金・ロータリー奨学金・第 2780 地区ロータリー奨学 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。
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 ロータリー奨学金（グローバル補助金奨学金）は世界
「ロータリーの６つ
下、ロータリアンの寄付で運営されています。皆様から で求められている人道的ニーズや、
のご寄付が「人を育てるロータリー財団」の活動とし の重点分野（平和と紛争予防/紛争解決、疾病予防と治
て、平和フェロー・ロータリー奨学生のための奨学金と 療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、
」に関連した研究のため、大学
して活用されておりますことを今回ご紹介させて頂き 経済と地域社会の発展）
院または同等の研究機関への留学を支援するプログラ
ます。
ムです。この奨学金は 1 人あたり約 34,000 ドル（約
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 360 万円）の支給型奨学金です。留学後、世界各国に
目的として、ポール・ハリス没後 50 周年を記念し創立 平和の活動に携わり、平和を担う日本人を送り出すプ
された奨学金プログラムです。平和フェローシップ（支 ログラムとご理解頂きたいです。
給型の奨学金）を通じて、世界平和と紛争予防の担い手 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）
となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワーク
とは、海外の大学または大学院で１～2 年間、研究分
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 野や芸術・文化を学ぶための留学先を問わない奨学金
ギリス・オーストラリア・スエーデン・タイ・ウガンダ）、 です。この奨学金は 1 人あたり約 24,000 ドル（約 260
8 つの有名大学（デューク大学/ノースカロライナ大学・ 万円）の支給型奨学金です。
国際基督教大学(ICU)・ブラッドフォード大学・クイー 【奨学生募集について】
ンズランド大学・ウプサラ大学・チュラロンコーン大 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
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 は選考試験が 10 月 31 日に行われました。毎年とても
係」
「平和」
「紛争解決」の分野で 3～5 年間の職歴を有 優秀な方々が応募され、ロータリーの奨学金制度は世
し、学士号に相当する学位、第 2 言語能力など、国際的 界平和を目指す学生を育てています。会員の皆様から
または地域社会での人道的活動や平和活動に取り組む の頂く年次寄付 1 人あたり 200 ドル（約 22,000 円）
熱意がある人が世界審査により選出されます。この奨 の内、約 70 ドル（約 7,700 円）はこの人材育成に使
学金は 1 人あたり約 80,000 ドル（約 800～900 万円） われます。
これらのプロジェクトは全て財団への寄付金で運用さ
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 れています。
ばれ、平和と紛争解決分野の専門能力開発及び平和と 将来の世界平和貢献のためにロータリアンの皆様の寄
安全保障分野のプログラムを学びます。各平和センタ 付が役立てられていることへのご理解と引き続きのご
ーでは、独自のカリキュラムと実地研修が適用され、さ 支援をどうぞよろしくお願いいたします。
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
国によりオンライン授業を ICU で受けています。
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