
第 2091 回例会 

10 月５日 №13 

 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 米山奨学生      

      私の名前は金 侑美（キム ユミ）と言います。 

現在、女子美術大学美術学科で、洋画専攻 4 年

生になります。2021～22 年度米山奨学生で、

奨学期間は 1 年間です。世話クラブは相模原グ

リーン RC になります。 

簡単に自己紹介をし 

ますと、出身は韓国・ 

チェジュ（JEJU）で 

海が美しくて、特にミ 

カンが有名です。家族 

は 6 人で、父・母と姉 

が 3 人、私は末っ子の 

4 番目です。 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           （一部概要にて掲載） 

金 侑美 

既に一番上と二番目の姉は結婚して、家を離 

れています。 

では、日本に来る前の話からさせて頂きます。 

〇２０１６．６．３０まで（韓国にて） 

当時は韓国で、こうした絵を描いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

     日本に来ることになったきっかけは、友人にも 

    っと広い世界を見た方が良いと言われ、日本のス 

    タジオジブリの「となりのトトロ」や、ゲーム開 

    発チーム ICOの「ワンダと巨像」や「人喰いの大 

    鷲トリコ」の背景が好きで、そうした背景は日本 

    で生まれたと聞いて、留学を決めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〇２０１６，７．１～（日本に留学） 

     日本に来たばかりの私は、初めての外国で、日 

    本語も英語も良くできなくて、一人暮らしも初め 

    てで、2016年 7月～2018年 3月まで約 1年半、 

    池袋のメロス言語学院で、ひらがなから学びま 

    した。来た当時は、ゲーム会社で働きたいとか、 

    デザイナーになりたいとか思っていました。 

 

 

 

 2018年 4月から、女子美術大学の相模原キャ 

ンバスに通い、洋画専攻に在学中です。 

 今は美大 4年生になり、油絵で作品制作をして 

います。さまざまなバイトも経験して、前より太 

りました。動物が大好きなので、動物園によく行 

きます。チェジュには動物園が無いので、実物を 

見るのが楽しみで、動物を描く画家になりたいと 

か、世界を旅行したいと思っています。 

〇２０１８．４月～（大学にて） 

 油絵で作品制作に取り組んでいる様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100号（162.2×130.3㎝）の大作「狐の嫁入り」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇２０２１年．４月～（米山奨学生として） 

 米山奨学生になってから、学校やバイト以外の 

人達との出会いがあり、多国の人と友達ができ、 

楽しく、もっと世界を知りたいと思います。 

 専攻と関係のない人たちとも、たくさんのお話 

ができ、今の自分についても考えることができま 

した。前よりも、作品に向ける時間が長くなり、 

自分の作品に関しての悩みが前より少なくなった 

り、今の作品を続けていくことに自信感をも持つ 

ことができました。今は、コロナや時間の都合で 

参加できないこともありますが、人々との交流が 

楽しみになりました。↗ 

 



 

 

またカウンセラーの方から、たくさんの外国旅 

行の話を聞くのが楽しいです。またチェジェには 

干潟無いのですが、初めての潮干狩り旅行が楽し 

かった。 

〇２０２２年３月～（大学卒業後） 

韓国へ帰国してからも、今の作品を続けていき 

たい。作品を描きながら、日本かヨーロッパの大 

学院を準備しようと考えています。 

いつか世界の物語を、自分の世界で描き続けて 

いきたい。芸術系の友達と、複合的な芸術ができ 

る場所を作ること。（アトリエ系） 

韓国の物語をはじめ、日本の話も描きたいし、

世界（国々）をもっと知り、どんどん広めて、い

ろいろな話を自分の世界観で解釈して、表現して

いきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

地区米山学友会委員長      早川 正彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料より概要にて掲載） 

本日、皆様に「2021～22 年度 米山記念奨学事 

    業 豆辞典」をお配りしていますので、よくお読 

    み頂ければと思います。 

     米山は、外国人留学生を対象とする民間の奨学 

    金では国内最大規模です。 

2020 年度奨学生の状況ですが、日本全国で 883

人（前年度 868 人）です。累計では、世界 129 の

国と地域から 21,624 人となっています。 

国と地域別の奨学生の割合は、これまで中国、

韓国、台湾が多かったのですが、最近はベトナム

が急増していて、2020 年度は中国に次いで多くを

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米山奨学生の選考は、詳しい評価項目は公表し 

ていませんが、全国統一の評価項目を使って、各 

地区の選考委員会が応募書類の審査や面接をして 

います。 

・将来の目標、留学の目的がきちんとしているか 

どうか 

・交流への熱意があるかどうか 

・人柄の良さ 

・コミュニケーション能力の高さ 

 米山記念奨学会は 2012 年に公益財団法人にな 

り、より一層の公平性・透明性を確保するため、 

このように全地区共通の選考をして、その上で、 

地区の裁量を加えて良いことになっています。 

 珍しい国だから、生活に困っているから、学校 

の成績は優秀だから・・。いずれも、ただそれだ 

けでは合格しないのです。 

 米山奨学生の選考は 2 月で、4 月から奨学生と 

して活動し、3 月に卒業すると米山学友会に入り 

ますが、コロナ禍で米山奨学生の楽しい行事がキ 

ャンセルになっています。日帰り旅行の「米山梅 

吉記念館訪問」も 2 年位行っていないので、今年 

度は日程を 11 月に延期して、何とか行きたいと 

予定しています。 

 寄付金の状況ですが、昨年度の全国の個人平均 

額は 15,055 円です。最も高かったのは第 2590 地 

区（神奈川県横浜市・川崎市）で、27,190 円。当 

地区は 20,354 円で、全国で第 6 番目でした。 

2019～20 年度の寄付金収入は、13 億 3,600 万円 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

（前年度 14 億 1,200 万円）で、前年度から約 

7,500 万円の減少となりました。 

 当地区でも約 400 万円減少しており、今年度の 

奨学生の採用も 18 名なので、何とか 20 名台を回 

復したいと思っています。 

 尚、米山記念奨学会は実際の奨学生の選考、お 

世話などの業務を、地区ガバナー・世話クラブに 

「委託」する形となっており、内閣府からの指摘 

により、「業務委託に関する規程」を整備しまし 

た。2020 年度採用分から、「米山奨学会」と「地 

区」との間で、まず覚書を交わし、続いて「地区」 

と「世話クラブ」との間で覚書を締結して頂いて 

います。 

 

 

     （一部要約にて掲載） 

      去る 9 月 21 日に貴クラブを公式訪問致しました

折には、田後会長を始め、会員の皆様より温かい

ご歓待を賜り、心より感謝申し上げます。 

貴クラブでは、歴代会長･幹事を始め、会員の皆

様がロータリーの目的を良くご理解され、その推進

に情熱を傾けてこられたことに改めて敬意を表する

次第であります。 

会長やリーダーとの懇談、明るく楽しく活気にあ

ふれた例会を始め、クラブの方々との国際ロータリ

ーや地区の活動、特に「ポリオ根絶と会員増強」に

ついて、皆さんとの意見交換は極めて熱心、活発

なやりとりに終始し、奉仕への意欲に重ねて敬意を

表する次第です。 

今年は「世界ポリオデーIN2780 イベント」を開催

します。3か月間に亘り、地区内ほぼ全ての路線バ

ス等にポリオ根絶の中刷り広告をします。バス路線

の隅々までポリオ根絶が啓蒙され、ロータリーの認

知度向上につながると期待しています。この機会を

ビッグチャンスととらえ会員増強へ繋げましょう。 

本年度シェカール・メータ会長はロータリーの原

点である「超我の奉仕」というロータリーの標語に大

きな感銘を受けられ、奉仕を実践し、奉仕に目覚

めたことで単なるロータリークラブ会員からロータリ

アンになった、とご自身の経験を話されています。 

「奉仕は誰かの人生だけでなく、自分の人生も

豊かにする」と力説され、2021-22年度のRIテーマ

は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

 

 

 

（Serve to Change Lives）を発表されました。   

 さらに奉仕を通じて大きなインパクトをもたらすには 

ロータリーの会員基盤を広げる必要があるということ 

で、「Each One, Bring One」（みんなが一人を入会さ 

せよう）を推奨されています。 

また、女子のエンパワメントへ焦点を当て、女子が 

抱える問題へ取り組みそれらを和らげるよう導くこと、 

「ロータリー奉仕デー」を実施し、ロータリアン一人一 

人がロータリーのブランド大使となるよう奨励されてい 

ます。 

 貴クラブにおかれましても、奉仕活動を通じて人々 

との繋がりを深めて、自らを高め、クラブ、地域、そし 

て世界のために、様々な意義ある活動や奉仕プロジ 

ェクトを実践していただき、すばらしいクラブ作りをして 

いかれることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さあ、10月に入りました。緊急時代宣言が全面 

解除され、これまで自粛を強いられてきたアレコ 

レが一部解禁となりました。しばらくは開放的な 

気分に浸りたいところですが、いつまた第 6波が 

押し寄せてくるか分かりません。 

昨日、岸田内閣が発足したのも束の間、今月 

14日に衆議院解散、19日に総選挙公示、31日投 

開票とのことで、これまでの予測よりも 1週間早 

まりました。第 6波の前に・・ということも日程 

を早めた理由の 1つと言われています。 

ロータリーでは、政治と宗教はご法度とのこと 

ですから政治の話ではありませんが、いわゆる政 

治資金パーティーも、ここで一気に解禁となって 

 



  

 

います。緊急事態宣言の度重なる延長で、延期に 

次ぐ延期となっていましたが、やっと、ここでリ 

アル開催の運びとなりました。 

私も本業の全国組織の役員として、昨日 4日は 

夜 6時から東京プリンスホテルへ赴き、明日 6日 

は朝 8 時からホテルニューオータニの予定です。 

コロナの影響で、最近はそういったパーティー 

もすっかり様変わりしました。これまでは、ずっ 

と立ちっぱなしで関係者・来賓等の挨拶を延々と 

聞かされ、立食と言ってもほとんど口には入らず、 

ローストビーフの前には、長蛇の列ができるとい 

ったものでしたが、今は間隔を置いて椅子を配置 

する着席形式。来賓挨拶などはほとんどなく、有 

識者の講演がメインとなっています。 

昨晩は内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノ 

ベーション担当）を昨年まで務めていた元官僚の 

の講演でした。現在の肩書は「社会政策課題研究

所所長」ということで、スライドは良くまとまっ

ていましたし、話も上手でした。冒頭は、マスコ

ミが取り上げないコロナ対策の本質等、キャッチ

ーな内容でしたが、人生 100年時代をいかに楽し

く生きるかということが本題だったと思います。 

皆さんも「大還暦」という言葉をご存知かと思

います。人間の生物学的寿命は 120歳であること

が科学的に立証されているそうです。健康で天寿

を全うするには社会に役立っている、人から感謝

されているという意識が重要と言います。 

当クラブの奉仕活動も若手中心に行うのでは

なく、会員誰もが参加しやすい活動を企画できれ

ばと思います。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①米山奨学生の金侑美さん、ようこそいらっしゃ 

いました！卓話、楽しみにしています。よろし 

くお願い致します。 

    ②本日お祝の大井さん、おめでとうございます。 

●早川 正彦会員、河野 崇会員 

①お誕生日の大井会員、おめでとうございます。 

②本日、卓話の金さん、楽しみにしています。 

 宜しくお願い致します。 

 

 

 

●小野 孝会員 

①大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の金侑美さん、よろしく。 

●中里 和男会員 

①米山奨学生の金侑美さん、ようこそ。卓話よろ 

しくお願いします。 

②大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●大井 達会員 

米山奨学生の金さん、ようこそお越し下さいま 

した。コロナ禍で大変なことも多いと思います 

が、負けずに頑張って下さい。 

●佐々木 敏尚会員 

①米山奨学生の金侑美さん、ようこそいらっしゃ 

いました！本日は卓話を宜しくお願い致します。 

②会員誕生日祝の大井さん、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①ゲスト卓話の金侑美さん、宜しくお願いします。 

②河野さん、総裁選は残念でしたね。次回、頑張 

 りましょう?! 

●横溝 志華会員 

①大井会員、お誕生日おめでとうございます。 

②ユミさん、卓話を宜しくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

①金侑美さん、米山月間の卓話よろしくお願いし 

 ます。 

②大井会員、誕生日おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②金さん、ようこそ。卓話楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

①ゲスト卓話の米山奨学生、金侑美さん、本日は 

宜しくお願いします。楽しみです。 

②大井会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

米山奨学生の金さん、ようこそいらっしゃいま 

した。楽しんでいって下さい。 

●諸隈 武会員 

①会員誕生日祝の大井会員、おめでとうございます。 

②米山奨学生の金さん、本日は宜しくお願いします。 

     本日のスマイル額  １５，０００円 

     今年度の累計額  ２３６，５００円 

 

 



 

 

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①クラブフューチャービジョンセミナー開催ご案内 

当初 8 月 21 日の予定を延期しまして、下記の

日程となりました。後日、開催方法や詳細につ

いてはご案内いたします。 

日時：12 月 4 日（土）13:00～17:30 場所：相 

模原産業会館 出席対象者：対面の場合は会長 

エレクトと、戦略計画立案担当の委員長の計２ 

名。Zoom 開催の場合は会長エレクト１名。 

②第５０回ロータリー研究会 記念講演会「ポス

トコロナの生命哲学」のご案内 

     日時：12 月 8 日（水）15:00～16:45  

場所：メルパルクホール（東京港区芝公園） 

     講師：青山学院大学教授 福岡 伸一氏   

各クラブ会長は登録の上、リアル参加ができま 

す。一般ロータリー会員はオンライン参加にて。

（登録料無料）※詳細はパンフレット回覧 

③田島ガバナーより、公式訪問のお礼状が届きま 

した。（回覧にて）※4 ページに掲載 

 

    ＜理事会報告＞ 

    ①佐賀・長崎豪雨災害義援金（1人千円以上）の件 

        社会奉仕予算より、２７，０００円を送金。 

      ②１０月２６日（火） 夜間例会の件 

        １８：３０点鐘 「敦煌」にて。アルコール類も用意。 

        会費はクラブ負担にて。 

 

 

１０月１２日クラブフォーラム 

「４５周年について」 黛実行委員長 

      １９日卓話「台湾・タイ・韓国米山学友と 

         の楽しい交わり」阿部 毅会員 

      ２６日夜間例会 18:30 点鐘「敦煌」 

     

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

・大井 達会員 10月 16日 

＜近況スピーチ＞ 

 誕生日祝を有難うございます。59才になりま 

す。本日は会社のことですが、ここで２名退職す 

ることになりました。１名は少し障がいがあり、 

別の施設に移られるので。もう１名は社内でいろ 

いろありまして、人の雇用は難しいです。新たに 

求人をかけて応募があったので、面接を予定して 

います。（概要にて掲載） 

 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 河野 崇会員 

ゲスト   金 侑美さん（米山奨学生） 

 

 

 

 

● 例

会  

 

毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２７名 ２３名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/21) 

１名 ９５．８３％ ９１．６７％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/
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