
2022～2023年度  国際ロータリー会長　ジェニファー・ジョーンズ

●会　長　田中　和俊　●副会長　高岡　和也　●幹　事　松元　まや　●編　集　広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

ロータリーを楽しもう！ロータリーを楽しもう！

例会場 例会日 毎週月曜日 事務局
〒892-0828  鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
ホームページ

kchuorc@bi.wakwak.com
http://kagoshimachuo-rc.jp/山形屋７Ｆ社交室

本 日 の
プログラム

前回例会出席率

令和４年10月17日　第2062回例会

週報 No.

67.31%

田中　和俊

イマジンロータリー！。今月は米山月間
です。今日は米山記念奨学事業についてお
話したいと思います。公益財団法人米山記
念奨学会と日本のロータリークラブが協同
して行う奨学事業です。制度ができてすで
に70年経ちました。この事業は、日本のロー
タリーの創始者である故、米山梅吉翁の生前の功績を讃え
て、東京ロータリークラブの米山基金が始まりです。奨学
金給付の対象は、私費外国人留学生に限られています。彼
らは米山奨学生と呼ばれます。ロータリアンは、彼らが将
来は国に帰ってからも立派な人材に育ち、いずれは日本と
母国との平和の架け橋になって、国際親善や国際平和に貢
献してくれることを期待しています。具体的には１年また
は２年間、返還不要の奨学金を支給します。その対象は年
間約 850 人、年間の支給総額は約 15 億円という規模で、民
間団体による国際奨学事業では国内最大級のものです。こ
れまでにこの恩恵を受けた留学生はおよそ２万 2000 人、そ
の出身国は世界中の約 130 か国に及んでいます。当クラブ
では世話クラブとして、通算で 25 名、９か国の留学生のお
世話をさせていただいております。お世話する担当の会員
のことをカウンセラーと呼んでおりまして、現会員だと海

江田さん、椨さん、石塚さん、平山さん、福山さんの奥様
の孝子さんがカウンセラーのご経験がございます。米山奨
学生であった留学生は、学友会という組織に入ります。事
業費はすべてロータリアンの寄付によりまかなわれていま
す。当クラブでは、上期下期にそれぞれ 5000 円ずつ会員の
皆様から徴収させていただいており、それに 2000 円ずつク
ラブからプラスして 7000 円ずつ寄付させていただいており
ます。四月の新学年度から奨学金給付が始まります。毎月
第１例会に出席して奨学金を現金で受け取ります。年に２
回は近況報告や自国の紹介や勉強していることを披露して
もらっています。クラブの行事にも参加してもらい、カウ
ンセラーを中心にロータリーや日本のそして鹿児島のこと
を経験してもらいます。最近のロータリアンからの疑問点、
不満点は、「なぜ米山奨学生は外国人留学生に限るのか。な
ぜ日本人の学生には支援しないのか。日本と政治的に仲の
良くない国の留学生の支援をなぜするのか。」ということだ
と思います。日本人の学生が海外の大学で学ぶ場合は、ロー
タリー平和フェローシップやグローバル補助金というもの
がありますし、他にも地区補助金を使った各ロータリーク
ラブにおける奨学金制度もできるようです。米山記念奨学
事業は日本のロータリー独自の事業です。当初始まった時
とは世界情勢も変わってきています。これからの米山記念
奨学事業がどうなるのか楽しみです。
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　 会員卓話会員卓話

物流崩壊の危機

園田　剛介

5 大ライフラインの一つである物流が今崩
壊の危機に陥っている。様々な問題が絡み
合っているが、大きな 4つの要因が危機的状
況を加速している。
１つ目が物流原価の高騰による経営の圧迫

である。
原油価格の高騰は日頃のニュースの通りである。また半
導体不足や部品不足によるトラック車両の納期遅れ、車両
単価の値上りのダメージも蓄積されている状況である。
2つ目は業界の構造による問題。
トラック運送事業の約98%が中小企業で構成されている。

故に多重な下請けが中心となり適切な運賃が支払わずに廃
業する企業が増加している。
3つ目にトラックドライバー不足。
少子高齢化や免許制度改正や若者の車離れがドライバー
不足を加速させている。
将来的は絶望感なドライバー不足に陥ることが予想され
る。
4つ目が物流業界の 2023、2024 年問題。
上記の労働力不足をドライバーの残業にてカバーしてい
る現況。
60 時間以上の残業代割増、罰則化がそれぞれの年に開始
されることでコストアップは免れない。
これらの課題解決の為には、物流会社が労働環境を整備
し適正な運賃はマストである。そして、トラックの積載を
高めてより効率的な物流サービスを提供し魅力的な職種に
ならなければならない。

ガバナー公式訪問前のクラブ協議会 地域社会の経済発展月間
／米山月間10月



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：�バトルクリークロータリークラブ（アメリカ

ミシガン州）ケン・マスモト君
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
入会式：宮里　幸彦（みやざと　ゆきひこ）様
　⑴推薦者の言葉→松元　まや君
　⑵会長よりバッジ贈呈
　⑶新入会員→勤務先　MAKE（メーク）　代表　
　　職業分類：通信業　　所属委員会：親睦
誕生日お祝い：宮脇　謙舟君（13 日）・小福田　博君（28 日）
結婚記念御祝：岡部　龍一郎君（６日）・田中　和俊君（10日）
　　　　　　　竹添　寛君（24 日）・中原　勲君（25 日）
　　　　　　　鈴木　健君（29 日）・石塚　俊雄君（31 日）
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報　②月信 10 月号
２）市内ＲＣ会長・幹事会　10/4（火）18：30 ～
　　於：ホテルレクストン鹿児島　
　　参加者⇒田中会長、松元幹事

３）�地区大会（11/11（金）～ 11/13（日））の出欠がまだの
方は、事務局までご回答をお願いいたします。

４）RCC例会　11：00 ～　リンクビル９階
　10/9（日）　指名出席者⇒宮脇・濵上　各会員
５）本日定例理事会　例会終了後　於：社交室
６）次週　10/10（月）　祝日のため休会
　�　次々週 10/17（月）
　・�例会プログラム　ガバナー公式訪問前のクラブフォーラ
ム・補佐訪問

　・友の見どころ＝広報雑誌 IT委員会
出席報告：出席委員会　　
スマイルボックス：�親睦委員会
卓話：会員卓話　「物流崩壊の危機」　　園田　剛介�君

次回例会　令和４年10月24日（月）

ガバナー公式訪問

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2061回例会 54名 35名 67.31%
前々回（9月12日）の補正 53名 48名 97.96%
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定例理事会議事録定例理事会議事録
議　題
１）�10・11 月例会プログラム及び

行事予定（添付資料）�… 承認
　　11 月７日　ゲスト卓話
　　11 月 28 日未定　後日調整
　　�10 月、11 月のラウンドテー
ブルは状況を見て開催

２）会計報告（別紙明細）�… 承認
① 9月度試算表について
　会費は全て納入済み
　前年度より修正があり、７～９月までの分を差し替え
３）ガバナー公式訪問について……………………………… 承認
①公式訪問前のクラブ協議会
　ⅰ）ガバナー補佐アドレス　15 分
　ⅱ）公式訪問のスケジュール説明（田中）　5分
　ⅲ）公式訪問当日の発表内容確認（高岡・栫）　10 分
②公式訪問のスケジュール確認……………………………… 承認
　11：15 ～ 12：15　会長・会長エレクト・幹事懇談会
　12：30 ～ 12：50　記念写真撮影

　12：50 ～ 13：50　例会
　13：50 ～ 14：40　クラブフォーラム
③公式訪問例会は 100％出席例会とします。
４）米山記念奨学会寄付について�…………………………… 承認
　�　10 月米山月間のため、10 月度スマイル全額を米山記念奨学
会へ寄付（上限　100,000 円）
５）地区大会登録について�…………………………………… 承認
　　→全員登録はしない
６）忘年家族会→日程及び場所につき承認
　　日時：令和 4年 12 月 3 日（土）　18：30 ～
　　場所：サンロイヤルホテル　開聞
７）入来慶子さんの団体への協賛・寄付について�………… 承認
　　クラブより協賛１口
　　各会員へ協賛・寄付の案内を配布
８）その他�……………………………………………………… 承認
①次回理事会について
　　令和 4年 11 月 7 日（月）　例会終了後　於：社交室
②乳児院へのクリスマスプレゼント贈呈について
　　打ち合わせを行う（日程）
　�　今年のプレゼント贈呈については、訪問ではなく代表者を
例会に招き、目録を渡す。

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和4年10月3日（月）
例会後～

出席者 田中和俊・松元まや
高岡和也・下村哲也
川路理幸・下　隆治
坂元直人・加島　繁
宮脇謙舟・竹添　寛
橋元　隆

欠席者 吉田健朗・栫浩多郎

●田中　和俊君／結婚お祝いありがとうございます。今月の 10日で
24年です。披露宴は 12月だったのですが、入籍は記念日を忘れない
ようにと平成 10年 10月 10日 10時 10分でした。平成の時代は、結
婚何年というのも、平成何年から 10年を引くだけで計算が簡単で良
かったのですが、令和になると 20年を足すだけでよいので計算が楽
にできております。来年は銀婚式、これから 30年、40年、50年と
続けていきたいものです。ありがとうございました。
●海江田　順三郎君／日中国交回復 50周年に関連して、MBCと南
日本新聞にインタビュー記事が報道されましたのでスマイルいたし
ます。
●石塚　俊雄君／ 10月 31日が結婚記念日ですが、50年以上になり
ますが、あまりこだわりません。偕老同穴と申しますが、健康第一
に夫婦で支え合って行ければと思っています。
●竹添　寛君／結婚祝ありがとうございます。今日会場に来て気づ
きました。例年なら妻が 10月にはいると今月は結婚記念日のプレゼ
ントは何と聞くのですが今年は聞かれてないので倦怠期かな？
●中原　勲君／結婚記念日祝ありがとうございます。恒例の記念日
旅行は、コロナ禍の為、３年連続で下関の同じ温泉一泊だけにして
います。

●宮脇　謙舟君／誕生祝ありがとうございます。52才になります。
今後とも宜しくお願いいたします。まだ90を切りません。
●高岡　和也君／9/24に鶴岡西RCとの懇親コンペが行われました。
中央からは４名が参加して各組１人ずつはいって４組で回りました。
午前中はあいにくの雨でしたが、プレー終了後には晴れて、日本海
を一望できる素晴らしいコースでした。結果は、なんと西クラブに
いらっしゃるクラブチャンピオンを破って、高岡が優勝してしまい
ました。賞品では特産品の高級シャインマスカットと特製ハンバー
グを頂きました。次回も頑張ります。
●小福田　博君／今月の 28日で 67才になります。最近はさすがに
２日続けて運動することが出来なくなってきました。還暦から始め
たマラソンもきつくなってきましたので、12月のランニング桜島を
最後に、ゴルフに転換しようか思案中です。
●園田　剛介君／久しぶりの参加となりました。卓話の機会をいた
だきありがとうございます。
●学習会・ラウンドテーブル／９月 26日会員増強委員会によるラ
ウンドテーブル、学習会によりスマイルします。当日は橋元前会長
よりロータリーで「よく使われる略語」について説明があり良い学
習の機会となりました。出席者は次の12名です。池畠、岩下、尾辻、
海江田、加島、川路、田實、田中、橋元、松元、丸山、鈴木

10月３日のスマイル　小計 31,233円　2022〜2023年度　累計 248,131円

本日の曲目：イマジン・里の秋・ロンドンデリーの歌� 演奏：入来慶子


