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第 2058 回例会 10 月 8 日（木） 
於・例会場 PM12：30～13：30 

 

○点鐘                    川崎会長 

○ロータリーソング“われらの生業”斉唱 

○委員会報告 

★ロータリー財団委員会           関根委員長 

郡司会員より$150，田口会員より$150 寄付をお預かりしま

した．ありがとうございました．また 9 月 10 日の大雨災害

による臨時休会の際の食事費のうち$200 をロータリー財団

に寄付することになりました． 

★米山奨学委員会              山田(純)委員 

郡司会員より 20,000 円，大内会員より 20,000 円寄付をお預

かりしました．ありがとうございました． 

★みんないい♡2015              大山会員 

10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日)にみんないい♡2015 を御前山

青少年旅行村と里山のたまり場「御前山」において開催しま

す．今回は参加費大人一人 3,000 円となりますがご参加いた

だける方はよろしくお願いします.活動内容はロッジに宿泊

して親子で夕食を作って楽しく過ごします．またりんご狩り,

ペットボトルでロケットづくり，星空観察，芋ほり,ツリーハ

ウスであそぼうなど企画しています. 

○出席報告                   海老澤委員長 

日 付 出席 欠席 メイク 出席率 天気 

10 月 8 日 25 8 0 80.05% 晴 

○幹事報告                  飛田幹事 

・幹事メモの報告 

○会長の時間                 川崎会長 

那珂湊ロータリークラブ創立 60 周年記念式典が，水戸プラ

ザホテルに於いて，10 月 5 日(18:00~)開催されました．飛田

幹事と川崎で，出席してまいりました．卯野福弥会長の点鐘

に始まり，厳かな雰囲気の中，取り分け目を引いたのは，台

湾基隆(キールン)扶輪社(ロータリークラブ)のメンバー29 人

が，出席されており，華やかな式典となりました．式典終了

後記念祝賀会へと移り，さすが 60 年のクラブと，認識致し

ましましたのは全員が，ニコニコボックスしていた事です．

台湾友好クラブより，古酒紹興酒が贈られて，終始和やかな

ムードの祝賀会でありました．プログラムを添えて報告と致

します． 

 

○職業奉仕フォーラム 

 成瀬職業奉仕委員長 

 

 
 

職業奉仕は英語で表すと Vocational Service となり，単に

職業を表す Job やOccupation とは違う．自分に適した職業．

使命感を持って行う天職，神から与えられたと感じられる聖

職とイメージして考えています．ロータリークラブ定款第 4

条 目的の第 2 節には，ロータリアン各自の職業を高潔なも

のにすること，第 5 条 五大奉仕部門第 2 節には，あらゆる

職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持

つものであると記されています．ロータリアンの手引きには，

すべてを倫理的に行うこと，他者との取引のすべてにおいて

公正に努め，同じ人間としての尊重の念をもって接すること，

地域社会の生活の質を高めるために，自らの職業的才能を捧

げることと示され，結局は真実かどうか，みんなに公平か，

好意と友情を深めるか，みんなのためになるかどうかという

四つのテストに集約されていると考えられます．自分なりの

理解では，職業への誇り，職業への愛情，職業への責任を持

って，公正な経営をおこない，世の中に役立つことで適正な

利益を継続して得られるようにすることで利益の増出をはか

り，社会に貢献すると考えています． 

私の職業奉仕への取り組みとして関根会員，海野会員，澁谷

会員，加部東会員，湯浅会員より職業奉仕への取り組みをご

紹介頂きました． 

 

前 々 回 の 例 会 報 告 

創立              事務所・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 953      例会場・常陽銀行大洗支店 2 階会議室 

昭和 48 年 1 月 25 日         常陽銀行大洗支店内 TEL（029）267-2131   例会日・毎週木曜日 PM 0 時 30 分 



 

 

 

第 2059 回例会 10 月 15 日（木） 
於・例会場 PM12：30～13：30 

○点鐘                    川崎会長 

○ロータリーソング“奉仕の理想”斉唱 

○ニコニコ BOX             山田(純）委員 

・中川会員 ｢久しぶりの船旅で屋久島にいってきました．近

くの島で噴火しているとは思えない静かな島で

した．しかしやっぱり雨でした．｣ 

・飛田会員 ｢10／14 軽井沢の石の教会で息子の結婚式にい

ってきました．｣ 

★ロータリー財団委員会           関根委員長 

重實会員より$150 寄付をお預かりしました．ありがとうご

ざいました．  

★米山奨学委員会              山田(純)委員 

中川会員より 20,000 円，田口会員より 20,000 円寄付をお預

かりしました．ありがとうございました． 

★ライラセミナー参加報告          小野瀬会員 

10 月 11 日，12 日に開催されたライラセミナーに参加してき

ました．充実して楽しめたセミナーでした．詳しくは予定さ

れている例会の卓話で参加したわが社の社員より報告致し

ます． 

○出席報告                   海老澤委員長 

日 付 出席 欠席 メイク 出席率 天気 

10 月 8 日 25 8 0 80.05% 晴 

○幹事報告                  飛田幹事 

・幹事メモの報告 

○卓話 ｢米山月間｣            山田(純）委員 

 

 
 

今月は米山月間となっております．米山記念奨学事業は，民

間最大の国際奨学事業で全国のロータリーからの寄付によ

って成り立っております．その貴重な寄付は，日本で学ぶ外

国人留学生に奨学金を支給し，支援する事を目的として使わ

れます．「奨学金」のイメージは「苦学生」を支援すると思

う方もいるでしょうが，この奨学金は経済的に困っている留

学生に支援するのではなく，日本と世界を結ぶ「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

る人材を育成する為の支援事業です．これはロータリー 

の目指す“平和と国際理解の推進”そのものです．地区研修・

協議会記録報告書や豆辞典にも書かれているように，後世に

残るような有益な事業を立ち上げたい．東京ロータリークラ

ブが発表したのは，海外から優秀な学生を日本に招き勉学を

支援する「米山基金」の構想でした．そこには，二度と戦争

の悲劇を繰り返さないために，国際親善と世界平和に寄与し

たい... という当時のロータリアンたちの願いがあったので

す．最近の世相として日中，日韓での社会的問題が多くなっ

てきましたがこの様な時であればこそ，この事業を活性化し

拡大して支援してゆく事が必要なのではないでしょうか？

皆さまには，この米山記念奨学事業の大切さを理解して頂き，

多くの寄付が集まるよう活動する事をお願いしたいと思い

ます．今年度の寄付は，特別寄付 20,000 円以上，普通寄付

5,000 円に成っておりますので，ご協力の程，よろしくお願

い致します． 

大内会員 

 

 
 

ロータリー米山記念奨学事業とは全国のロークリーアンか

らの寄付金を財源として，日本で学ぶ私費外国人留学生に奨

学金を支給し支援する国際奉仕です．外国人留学生を対象と

した民間の奨学金では日本最大規模です．年間採用数は

2016 学年度から 740 名です．これまでに累計で，世界 123

の国・地域から留学生 18684 人を支援しています． 

寄付の種類のうち普通寄付金は各クラブで決めた金額×会

員数分を国内全クラブから納人するもので，安定財源として

必要です．特別寄付金は個人，法人，クラブからの任意の寄

付金で，金額は自由です．一定金額に達するごとに表彰制度

があります．2014 年度寄付金の実績は，一人当たり普通寄

付金では大洗 RCが 5,000 円，第 2820 地区平均が 5,339 円，   

全国平均は 4,747 円となっています.特別寄付金については

それぞれ，9,375 円，17,732 円，11,249 円で，一人当り平均

寄付金は順に 14,375 円，23,072 円，15,996 円です．特別寄

付金の寄付者割合（個人）は 43.7％，70.4％，41.6％です． 

寄付金の使途（2014－15 年度決算）については，寄付金収

入が 14億 1473万円（普通寄付 41983万円 特別寄付 99490

万円）で，事業費に 12 億 3446 万円（内奨学金 10 億 4034

万円），管理費に 6508 万円（会合，旅費，給料手当，借室料），

軽常費用における事業費支出は 95％，管理費は 5％です． 

大洗ロータリークラブの 2 000 学年度以降の米山奨学生受

入状況は，2002 年度 金善衛さん（韓国 筑波大学 池田 

新），2004 年度 陳玉蓮さん（台湾 筑波大学 大綱義明），

2005 年度 劉雅停さん（台湾 筑波大学 久保田肇），2006

年度張惟綜さん（台湾 筑波大学 海老渾一夫），2007 年度 

崔玉芬さん（中国 筑波大学 久保田肇），2008 年度 ラリ

ット・ラビンダラさん（スリランカ 茨城大学 山田仁一），

2009 年度 孫勝国さん（中国 茨城大学 大内俊夫），2010

年度 夏文玲さん（中国 茨城大学 田山勝造），2015 年度  

ソロモン・ウボチさん（ナイジェリア 筑波大学 田口誠）

となっています． 

 注）（）内は国籍，大学名，カウンセラーの順． 

 

 

 

【今月は経済と地域社会の発展月間 
および米山月間です】 

 
 

前 回 の 例 会 報 告 

四つのテスト 1 真実かどうか 2 みんなに公平か 3 好意と友情を深めるか 4 みんなのためになるかどうか

会報委員会    中川 潤一  猿田 昌平  土子 吉久 

 



 


