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当会名誉理事長（前理事

長）の板橋敏雄氏が、3 月 23

日にご逝去されました。享

年 89（満 88 歳）でした。 

板橋氏は1962年に足利東

ロータリークラブに入会さ

れ、1987-88 年度第 255 地区

（栃木・茨城）ガバナー、

1995・96 年度国際ロータリー研修リーダー、

2001-03 年度国際ロータリー理事など、ロータ

リーにおいて要職を歴任されました。 

当会においては、2003-07 年度監事、また、

2007 年 8月からは 7年間にわたり第 5代理事長

をお務めいただきました。ご自身の長いロータ

リー歴の中でも「米山記念奨学会の理事長とい

う職責ほど、大きなやりがいを感じたものはな

い」と語り、あらゆる場で当事業の“感動”を伝

え、国内外、特に海外学友会には可能な限り足

を運ばれました。理事長在任中には中国・タイ・

ネパール・モンゴルのほか、国内を含めると 9 つ

もの学友会が誕生し、当事業の発展のために多

大なご尽力をいただきました。 

4 月 23 日には足利市民会館において、社葬と

して葬儀・告別式が行われるとのことです。 

ここに謹んで哀悼の意を表し、氏のご冥福を

お祈り申し上げます。 

 㰢䇗䈱二釨㝢㰢榟٤٘ب٭ط٤ؙٛ؛ꝧ㡎
2019 学年度の奨学生は昨年度より 17 人増の

871 人となりました。新規採用者 641 人、継続

者 230 人です（4 月 10 日現在）。国・地域別に

みると、中国 38.7％、ベト

ナム 15.5％、韓国 9.4％、

マレーシア 4.8％、インドネ

シア 4.2％の順です。プログ

ラム別では、学部・修士・

博士課程奨学金が 812 人

（学部：321 人、修士：268

人、博士：223 人）、地区奨

励奨学金 17 人、クラブ支援

奨学金 9人、海外学友会推

薦奨学金 4人、今年度から正規プログラムとな

った海外応募者対象奨学金は 29 人となってい

ます。3月 30 日を皮切りに、今月下旬まで、

各地区でオリエンテーショ

ンが開催されます。オリエ

ンテーションは、奨学生と

カウンセラーが出会い、奨

学生としての義務やロータ

リーについて理解してもら

う場です。確約書に署名を

した後、正式に米山奨学生

となります。どうぞ温かく

お迎えください。

㳝♀ꄋ鵭㕔� ˓� � 䇗䈱墦  �僖 ˓�
3 月までの寄付金は、前年同期と比べて

0.6％減（普通寄付金:0.07％減、特別寄付

金:0.9％減）、約 730 万円の減少となりまし

た。普通寄付金、特別寄付金ともに前年同期比

から減少しているものの、過去 5年間の平均寄

付額からは上回っており、堅調を維持していま

す。今年度も残り 3カ月を切りました。今後は

特別寄付金が主な寄付金収入となります。引き

続きご協力賜りますようよろしくお願い申し上

げます。
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ミャンマー米山学友会総会が 3月 3 日、

ヤンゴン市内のホテルで開催され、学友と

ゲストを合わせて 15 人が出席しました。

総会では、来賓として出席した武田和夫常

務理事、滝澤功治常務理事からの祝辞に続

いて、ミャンマー元日本留学生協会（ＭＡ

ＪＡ）のミョー・キン会長から「ミャンマ

ー米山学友会は、ＭＡＪＡの一員としても

大変活躍している」との賛辞が送られました。 

昨年度の活動報告として、経済的困難にある

中学校や寺子屋での教育支援、日本語学校で学

ぶ 15 人の優秀な学生への「田中作次奨学金」

の支給、ミャンマーを訪問した東京東江戸川Ｒ

Ｃ（第 2580 地区）、池田くれはＲＣ（第 2660

地区）、大宮シティＲＣ（第 2770 地区）との

交流などについて報告され、さらに、学友 3人

が新会員として加わったという嬉しいニュース

もありました。 

今回の総会で役員改選が行われ、初代会長を

務めたタンシンナインさんに代わり、第 2代会

長としてケイカイン ウィントゥラさん（2010-

11／京都西ＲＣ）、副会長にソータイさん

（2012-13／いわき平ＲＣ）、ほか 5 人の理事

が選任されました。この 4 月から新役員での体

制がスタートします。新会長のケイカインさん

は、「情報交換を良くし、皆で力を合わせて、

学友誰もが参加しやすい、温かい学友会を目指

します」と、抱負を語っています。
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前号でお知らせしたとおり、2 年に 1 度、学

友会が協同で開催する米山ファミリーの集いが

7 月 27 日（土）～28 日（日）の 2日間にわたり

今回はウランバートルで開催されます。 

3 月中旬の登録開始から大きな反響をいただ

き、4月 10 日時点で、日本から 160 人を超える

ロータリアン、学友が登録しています。また、

台湾学友会から 40 人超、ベトナムや中国など海

外在住の学友も続々と参加予定です。 

迎えるモンゴル学友会では、70 人体制で、心

を込めた“おもてなし”の準備にあたっていま

す。7 月はモンゴル観光のベストシーズンであ

り、航空券も通常 10 万円以上しますが、同学友

会では、国営のＭＩＡＴ航空と直接交渉し、「絆 

in モンゴル」参加者のために特別価格の座席を

多数確保。希望者にはおすすめの 5 つのホテル

を予約代行してくれます。 

懇親会だけでなく、2 日目にはモンゴル伝統

の遊牧祭というお楽しみも。「モンゴルに一度

は行ってみたい」とお考えの方、モンゴルの学

友はじめ、世界各地からの学友と交流したい方

には、またとないチャンスです。多くの皆様の

ご参加をお待ちしています！ 

登録締切は 4 月 30 日です。特に、特別価格の

航空券、ホテルの予約代行をご希望の方は必ず

4 月 30 日までにご登録ください。まずは登録

（ホテル予約代行希望者は登録時に申込み可）、

その後、航空券の手配を各自で行います。 

申込書など詳細は右 QR コードを読み取る

か、当会 HP のトップページ＞News & Topics 

 [ ! ] 重要なお知らせ をご覧ください 

「絆 in モンゴル」実⾏委員⻑ 
ジャンチブ・ガルバドラッハ 

第 1 回「感謝 in 熊本」
からバトンを受け、2 年を
かけて準備してまいりまし
た。モンゴル学友会⼀丸と
なって、皆様を歓迎する準
備を整えています。多くの
皆様と 7 ⽉、モンゴルでお
会いできることを楽しみに
しています︕ 




