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前 回 の 例 会 報 告

第 2104 回例会 10 月 13 日（木）
於・例会場

PM 0：30～1：30

○
○
○
・

点鐘
会長
ロータリーソング “我等の生業”斉唱
ニコニコＢＯＸ
中川委員
山田(仁)会員 ブーケ(奥様誕生祝)届けていただきあり
がとうございました。
・ 郡司会員 ロータリー財団寄付＄250(￥25,500)いた
だきました。
○ 出席報告
山崎委員長
日
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10 月 13 日
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欠
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7
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0

76.66％

天

気

曇り

○委員会報告
・ 米山奨学委員会
湯浅委員長
郡司会員から￥20,000、大山会員から￥20,000、飛田
会員から￥30,000 米山特別寄付をいただきました。
○ 幹事報告
加部東副幹事
・幹事メモ報告あり
11 月のプログラム
11/3(木)文化の日 休会
11/10(木)
卓話 ロータリー財団
委員会 12:30 例会場
11/17(木)クラブ奉仕フ
ォーラム 18:30 小林楼
11/24(木)職場訪問
アクアワールド大洗
会長の時間
田口会長
２０１６年１０月１３日
定例会にて「会長の時間」今
日は海老沢会員がマイロタリーにサインインするのに成功
されたニュースです。
先週あと一歩のところで、何回やってもうまくいかないと
創立
昭和 48 年 1 月 25 日

のお話があり、この問題だけには、経験豊富な、田口が生意
気にもアドバイスしたので、結果が気になっていたところで
した。案の定、海老沢会員の問題と田口の問題が、全く同じ
だったため、一発解決となったそうです。
この問題が非常に重要なのは、Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ ２８２０地区の、今年度の目標が、ＲＩ
会長賞への挑戦にしぼられて、それをコンピュター管理する
のに便利だからです。今後も、コンピューターに習熟するこ
とが求められると思われそのためかどうか、一度間違うと、
リカバリーが難しくなるように思われます。ＲＩ会長賞には、
全会員の５０％がＭYＲＯＴＡＲＹのプロフィールにスキル
と関心を入力し、ほかのユーザーが見られるようにその情報
を公開するとあります。この説明を聞いても具体的にやるべ
き仕事が頭にイメージできないのが、困ってしまいます。
もう一つは、大内会員からのご質問で、出来上がってきた
２０１６～２０１７年度クラブ現況報告書の中のクラブ会
長の方針と計画の求められる数字の根拠についてでした。さ
すがに鋭い質問で、気が引き締まります。今後ともよろしく、
お願いいたします。数字については、出典のとおりです。ご
説明は財団年次基金への寄付であれば、１００ドル掛ける３
１人＝３１００ドル、また、寄付したい先と、金額が、選べ
るようになっています。
なお、どうしても、最後は、寄付金の額であるとなった場
合で他の手段が見つからない場合早く対応しないと、時間切
れとなります。また不測の事態も十分あることとして余裕を
もって、明るく楽しくロタリークラブライフをエンジョイし
ましょう。
以上、例会場でお話しした内容と違う内容になっている場
合があります。気を付けます。
さて、ＲＩ会長賞ですが、各会員が内容を理解するために
は、卓話を聞く、勉強会を開く等体制づくりを早急に進める
必要があります。
やはり最後は会員増強になりますでしょうか。
○ 卓話
湯浅宗浩米山奨学委員長
2016-2017 年度 RI2820 地区
米山記念奨学委員長及びカウンセラー合同セミナー
2016/9/4（日） 於：三の丸ホテル
白戸ガバナーの挨拶に続いて各役員より言葉があった。
今期の目標：普通寄付 5,000 円以上 特別寄付 20,000 円
以上等

事務所・茨城県東茨城郡大洗町磯浜 953
常陽銀行大洗支店内 TEL（029）267-2133

例会場・常陽銀行大洗支店 2 階会議室
例会日・毎週木曜日 PM 0 時 30 分

当地区平均：4,973 円→全国平均：4,760 円（普通寄付）
ない、自分が会長である間は会員にも寄付はさせない」と
19,785 円→13,019 円（特別寄付）
発言したクラブもあった。
昨年度愛知県で 1 億円の個人寄付があったため平均が押し
→「反日」的な国であればこそその交流を図り日本を伝え
上げられた。
ることを目的とする米山奨学の意義がある
・カウンセラーの
3. 寄付金の徴収に四苦八苦するクラブが多い。
役目（菊池敏委
→あるクラブでは会費に普通寄付と特別寄付の合計金額
員）
：フルブライ
を上乗せして徴収して「集金」の手間を省いている
ト奨学金になら
なお米山奨学とは関係ないが自分が入会した年度のガ
い日本と海外の
バナーであったつくば学園の野堀さんは現在入院療養中
橋渡し役を育成
との話を聞いた。一日も早いご回復をお祈りします。
するという重責
欠席の連絡は関根会場監督まで
を担うのが民間
TEL
029-267-5135 FAX 267-5909
最大の奨学金制
E-mail kamaya.s@view.ocn.ne.jp
度である米山奨
学金
次 回 例 会
・学友会について
（学友会会長
第 2106 回例会 10 月 27 日（木）
谷政和：こく・
於：例会場
PM ０:３０ ～
せいわ 中国出
「澁谷吉秋会員」
身）茨城大学大学院卒業
後日立ビルシステムに
てエレベーターの開発
に従事「名前は日本人み
たいだが帰化する意思
はありません」
米山奨学生出身者の母国
での活躍が目立ってき
ている
（韓国駐日大使には 3 人、
海外ではガバナーが 2 人、
モンゴル初の三年制高校
創設者など）
ロータリアンと学生の交
流の橋渡しが学友会の役
割だが世話クラブとの交
流がない人もいる。特に通
う学校が遠いと例会出席
にも差し支える例も見受
けられる。学校によっては
学年によって通う校舎が
違うため進級すると遠距
離になってしまうことが
あるため
午後より各クラブの委
員からの意見交換
1. クラブによっては
入会 1～3 年目まで
勉強会があり、米山奨
学委員では各国留学
生の文化・宗教的な背
景による意識の違い
を学ぶ機会がある。
Ex.イスラム教、キリ
スト教など宗教によ
るものの見方の違い
韓国・台湾など家長制
による目上に対する
態度の違い
2. かつて中韓との関
係が険悪化した時期、
「反日国への助長に
なる援助への寄付はク
【 10 月は経済と地域社会の発展月間＆米山月間です 】
ラブとして絶対に認め

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
山田 純永
飛田 幸男
海野 宗久

