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958 2021/5/31 15:16 米山奨学 視聴した

いつも、有難うございます。 

私は昨年度からカウンセラーを仰せ付かっております。丁度、コロナ禍

で中々コミュニケーションを取ることや、時間を共有するする事は難しく

心配をして居ります。 

そんな中、逞しく学び、就活して居る様子を見るだけで私もエネルギー

を頂いてます。 

早く日本、世界中が安心して人々との交流が図れます事を祈っていま

す。 

大変な事だったと、思います。

が、YouTubeで有ればどうしても、その時に視聴しなくても良かった？

と感じました。

897 2021/5/9 12:17 米山奨学 視聴した

次年度はクラブで米山奨学生を受け入れるので、奨学生の支援や奨

学生と会員との交流を通じて、会員の国際理解を推進したいと考え

ています。 

また、受け入れ奨学生の例会への参加や、米山学友会主催の「江の

島海岸クリーンキャンペーン」への会員の参加を促進し、米山奨学生

と会員との交流を図っていきたいと思います。 

さらに、「会員１名につき２万円以上の寄付」という米山奨学金の地

区目標を達成するために、奨学会の活動の意義と内容について会員

の理解を深め、会員に対しても積極的な寄付を働きかけていく所存で

す。

日本と世界とを結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー

運動の良き理解者となる人材を育成するという事業の使命や、米山

奨学事業の概要についてはある程度理解できましたが、今後は米山

奨学委員長として私自身と会員の米山奨学事業についての理解をさ

らに深めていきたいです。

米山奨学会や米山記念奨学事業について私自身の理解がまだまだ

不十分ななこともあり特に質問は思い浮かびませんが、米山奨学生の

支援を行うことによりロータリーの目指す「平和と国際理解の推進」を

積極的に実践していきたいと思っています。

892 2021/5/8 23:34 米山奨学　カウンセラー 未回答

カウンセラーの担当は初めてですが先輩に学び、自分なりに経験を積

み、実践を重ねてから何にをすれば良いか発想が生まれてくると思いま

す。

ロータリー米山奨学制度は外国人の学生を支援して多くの人と交流

する事により、戦争を繰り返さない、平和な世界を創る事を新たに知

りました。

米山奨学制度はなぜ日本人の学生を受け入は出来ないでしょうか。

879 2021/5/8 18:20 米山奨学委員長 視聴した

873 2021/5/8 17:13 米山記念奨学委員会　委員長 視聴した

コロナ禍みなさまたいへんな状況かと思われますが、例年通り米山記

念奨学会への寄付金目標を 一人20,000円とし、全会員の寄付を

していただくことを目指します。

米山奨学についてとてもわかりやすく丁寧に説明していただき、とても

勉強になりました。奨学生が累計で21000人を超えていることには驚

きでした。現在、海外からの奨学生が来日するのが難しい状況かと思

いますが、また迎えられるよう努力してまいります。ありがとうございまし

た。

特にありません。

868 2021/5/8 15:12 米山奨学委員長 視聴した

867 2021/5/8 14:41 米山奨学 視聴した

研修の内容を参考にしながら、クラブでプログラムが滞りなく運用される

ように気を配る。

地区の動画は、重複する内容があった。 

My Rotaryの「青少年プログラム参加者の保護」は、インタラクティブ

な内容が含まれていて、工夫がされていた。 

特になし

812 2021/5/6 18:33 米山奨学 視聴した
米山奨学寄附金の目標額一人２万円達成できるようにできればと

思っております。 

米山奨学金制度の歴史をしり、世の中への貢献度は素晴らしと思い

ました。 

787 2021/5/6 10:49 米山奨学 視聴した
769 2021/5/5 18:44 米山奨学 視聴した 歴史ある素晴らしい事業ですので更に発展させたい。 時間を調整しやすので良かったと感じます。
753 2021/5/5 11:03 副会長 視聴した 次年度会長のサポートに努めます。 米山奨学生の卓話も聞け、有意義でした。



721 2021/5/3 9:49 米山奨学 視聴した

ロータリーに入会してまだ浅く、右も左もわからない状態ですが、周りの

方々からのサポートを頂きながら勤めてまいりたいと思っております。 

今年は入会3年目を迎える年にあたります。ロータリーで教えて頂いた

ことを行動に移す年として頑張って参りたいと存じます。

このような状況の中、オンライン研修を受講することができたことに感謝

申し上げます。研修開催までの準備等はとても大変だったと拝察いた

します。 

オンライン研修は今できる最善かつ合理的な方法の1つだと思います。

時間的にもかなり効率的と思います。しかし、なんとなくそこからの広が

りを感じ取ることは少なかったです。たまたま席を近くして研修を受けた

方、休憩中にお話をした方と少しお話が弾んで、、、など 

研修内容の理解はオンラインで十分可能ですが、1日も早く今までの

ように人と直接お会いしながら研修が開催されますことを願います。

720 2021/5/3 9:28 米山奨学 視聴した

このコロナ禍で米山奨学委員長として何ができるかを考えながら 

次年度も頑張りたいと思います 

よろしくお願いいたします

解りやすく学習できました。

716 2021/5/2 19:01 米山奨学委員長 視聴した

694 2021/5/1 14:48 米山奨学 視聴した
奨学会寄付を行います。学友による卓話を企画します。 分かりやすかった。 無し。 

 

644 2021/4/29 16:05 米山奨学 視聴した 親睦と奉仕を遂行してゆく ゆっくりでとても分かりやすかった 特にありません

625 2021/4/28 21:14 米山奨学委員長 視聴した

全会員に米山奨学を周知したい。 成立ちから採用基準までよく理解できました。 

ありがとうございました。

552 2021/4/26 12:37 米山奨学　担当理事 視聴した

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で 

活動がほぼ無い状況でしたが２０２１年４月現在、変異株の拡大

により緊急事態宣言が東京他で出され、予断を許さない状況になっ

ています。 

次年度当クラブでも米山奨学生を迎え、カウンセラーの方は既に面談

を終えたところです。危機管理に十分留意しながら、例会等に積極的

に参加して頂き国際交流をはかっていきたいと思います。

オンラインにて、今までの米山奨学についての歴史と現状が良くわかり

ました。地区活動方針を踏まえ、米山奨学生との交流を通し、会員

への周知を一層図り寄付金についても増額を目指していきたいと思い

ます。大変意義のある活動であり相手との距離感も近く、会員各自

にとっても分かりやすい内容だったと思いました。

オンライン研修-2（My ROTARY eラーニング）終了しております。

550 2021/4/26 10:51 米山奨学委員会委員長 視聴した

コロナ禍で充分な活動が可能か危惧を持つが、米山の基本理念に

沿い、最善を尽くしたい。

大変分りやすく、講師の滑舌の素晴らしかった。 特にありません。

548 2021/4/26 10:43 米山奨学 視聴した

とりまく危機の回避の重要性について非常に大切であると感じた。青

少年に対するかかわり方をクラブ内で意思統一するのが非常に大切で

あり、理解を深めていきたい。米山留学生の事業は、未来の日本との

懸け橋を担っていく若者たちを育ていていく非常に有意義な事業であ

ると感じたので、クラブ全体で支ええていける環境を作れるようにしてい

きたい。

米山事業の成り立ちや歴史がよくわかる動画でした。 

ただし、コンテンツページからの移動が非常に分かりにくく、説明ページ

を読んでもすぐに進めなかった。ページを探すのに非常に時間がかかっ

た。

特になし

495 2021/4/24 12:20 米山奨学委員長 視聴した

米山奨学は初めてであるが、今回のセミナーを通して理解が進んだ気

がします。少しでも米山奨学生の役に立つよう努力いたしたいと思いま

す。

対面で行うセミナーと違い多少の温度差は出てくるが、時代の流れと

思い一生懸命取り組みました。

493 2021/4/24 12:15 米山奨学 視聴した とても分かりやすかった。 特になし

492 2021/4/24 12:12 米山奨学 未回答



485 2021/4/24 11:18 米山奨学委員会委員長 視聴した

2021-2022ＲＩテーマである2021-22年度「奉仕しよう  みんなの

人生を豊かにするために」を旨に日本も留学生も人生を豊かに出来る

良き架け橋となれるよう他の委員会と協力しながら支援をして参りま

す。 

また、目標額の一人当たり２０，０００円の寄付を会員お一人お

ひとりにお願いする所存でございます。 

コロナの影響によるオンラインがニュースタンダードとなりつつある世の中

ですが、やはり人と人との結びつきは会ってお話しすることに尽きるのだ

ろうと私は思っています。 

このコロナから学ぶべきことは人を遠ざけ、他人を監視することではな

く、いまこそ人と人との助け合い、繋がりの大切さを学ぶべきだと私は痛

感しています。 

一日も早くコロナが終息し、人の交流が安心して出来る世の中が来る

ことをロータリアンとして何か出来ないものだろうかと考えています。 

今回、21-22年度の米山奨学委員会の委員長を仰せつかりました

が人と人とのつながり合いがとても大切な委員会であることをマイロータ

リーのＥラーニングで感じました。 

この時期だからこそ何か出来ることを模索しながら委員長としての務め

を全うしたいと思います。

今回、初めて米山奨学の委員長を仰せつかりマイロータリーのＥラー

ニングをはじめ、地区研修のＥラーニングでお勉強そさせて頂いている

状態です。 

今は分からないことが分からないというのが本音のところでございますの

で、質問事項などが出てきた時には当会の諸先輩方やリーダーの方、

ガバナー補佐の皆様へ随時質問させて頂きたいと思います。

484 2021/4/24 11:10 米山奨学 視聴した 次年度は担当する学生はおりませんが、寄付目標は達成する予定です。

474 2021/4/23 16:38 米山奨学委員会 視聴した

米山奨学制度の歴史、特徴（カウンセラー制度）等を認識し、奨

学生支援を通し、国際交流に貢献出来る様努めてゆく。

パワーポイント活用し、大変理解し易い説明でした。感謝 

473 2021/4/23 16:38 米山奨学委員会 視聴した

米山奨学制度の歴史、特徴（カウンセラー制度）等を認識し、奨

学生支援を通し、国際交流に貢献出来る様努めてゆく。

パワーポイント活用し、大変理解し易い説明でした。感謝 


