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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2522 回例会 №12
2018 年(平成 30 年)10 ⽉ 19 ⽇(⾦) 晴
「我等の⽣業」

出席報告
会員 71 名中 出席 42 名 出席率 59.15％
前々回修正出席率 100％
○スピーカー 第 2760 地区⽶⼭記念奨学委員⻑
⼭⽥ 直樹君

R.I．会長 バリー・ラシン

午前 6 時半からスタート前のランナー達に
4,000 個のういろうをすべて配り、5ｋｍの２⼈は
無事に⾛り終え、初フルマラソンの２⼈も途中経
過にハラハラさせられましたが⾒事に制限時間で
ある６時間以内に完⾛し、⽬的をすべて達成して
社会奉仕事業を終えることが出来ました。
真夏の汗だくの８⽉のレーザー加⼯機贈呈式と
今回の早朝からの復興マラソン運営⽀援に参加し
ていただいた皆様ありがとうございました。

会長挨拶
10 ⽉ 14 ⽇（⽇）に開催され
た東北みやぎ復興マラソン
2018 に⾏ってまいりました。
⾮常に充実した社会奉仕活動
ができたと思っております。詳
細については幹事より報告い
たします。

東北みやぎ復興マラソン 2018 報告
幹事

棚橋

顯君

本年度の地区補助⾦を活
⽤した社会奉仕事業にはフ
ルマラソン完⾛者に贈られ
る雄勝⽯のメダル製作に必
要なレーザー加⼯機を雄勝
硯⽣産販売協同組合に納⼊
すること。マラソンに参加
して完⾛しそのメダルを獲得すること。そしてマラソ
ンスタート前のランナーの皆さんにエネルギー補給
⽤の「⻘柳ういろう for アスリート」を配布すること
の３つの⽬的がありました。
今回のマラソンは 13,000 ⼈がエントリーしてお
り、当クラブからは 5ｋｍの部に寺本君、三枝樹君、
フルマラソンの部には福⻄君、久留宮君の計 4 名が
参加しました。
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表彰ゴルフ会 10⽉3⽇(⽔)三好カントリー倶楽部
寺本会⻑杯

早瀬 鎌⾏君

(前回のガバナー公式訪問に⽋席して申し訳ござ
いませんでした。Weekly の村井ガバナーの講話を
読んで感動しました。有難うございました)
⽥中君
(ご夫⼈誕⽣祝)
早瀬君、才本君、⼭⽥(章)君
本⽇合計
累
計

32,000 円
985,000 円

「⽶⼭記念奨学基⾦の現状」
第 2760 地区⽶⼭記念奨学委員⻑ ⼭⽥ 直樹君

卓話

名古屋みなとRCのみなさ
んこんにちは。貴クラブに
卓話者としては初めておじ
ゃましました。
現在 2 年奨学の 2 年⽬で
名古屋経済⼤学のグエン・
ダウ・ハイゴック君の世話

ニコ BOX
(本⽇卓話にお邪魔しました。宜しくお願い致します)
第 2760 地区⽶⼭記念奨学委員⻑ ⼭⽥ 直樹君
(⼭⽥地区⽶⼭記念奨学委員⻑をお迎えしました。卓話
をよろしくお願い致します)
⽥島会⻑
(⼭⽥地区⽶⼭記念奨学委員⻑、卓話をよろしくお願い
致します)
棚橋幹事
(やっと過ごしやすい季節になりました) 加藤(茂)君
(愛⾞同好会ビーストの⼭川です。明⽇より１泊で琵琶
湖ツーリングに出かけます。天候にも恵まれ最⾼のド
ライブ⽇和の予定です)
⼭川君
(先⽇仙台の東北みやぎ復興マラソンに 5 ㎞で参加し
ました。10 才上の寺本さんにタイムで 5 分負けまし
た。５㎞でもガタガタです。フルマラソンに参加した
福⻄君、久留宮君体は⼤丈夫でしたか？)
三枝樹君
(福⻄君、久留宮君、寺本君、三枝樹君、完⾛バンザイ)
髙⽥君
(今⽉は⽶⼭⽉間です。今⽇は地区⽶⼭記念奨学会⼭⽥
委員⻑にスピーチをお願いしています。よろしくお願
いします)
猪⼦君
(東北みやぎ復興マラソン 福⻄君、久留宮君、寺本
君、三枝樹君完⾛おめでとうございます。本⽇例会後
親睦活動委員会がありますのでよろしくお願いしま
す)
中井君
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クラブを担当してくださいまして誠にありがとう
ございます。貴クラブには毎年当⽶⼭事業に深い
ご理解をいただき、寄付も奨学⽣受け⼊れについ
ても⼤変積極的に活動をしていただいております
ことに改めてお礼申し上げます。
今⽇は公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会
の現状についてお話をいたします。ここしばらく
平均 14 億の寄付⾦を集めています。今年度は全
国で 850 名の奨学⽣を受け⼊れ、2760 地区は 49
名の割り当てをいただきました。継続の奨学⽣が
いますので新規の奨学⽣を 34 名合格といたしま
した。当地区では相変わらず中国の奨学⽣が 1 番
多いのですが、ベトナム、モンゴルに続きマレー
シアの奨学⽣が多く合格しました。男⼥の⽐率は
ほぼ同じです。6 ⽉に春の研修旅⾏を⾏い１０⽉
に WFF に参加します。11 ⽉には秋の研修旅⾏が
あり、12 ⽉にクリスマス会を⾏います。ここまで
くると奨学⽣同⼠が⼤変親しくなり、友達関係を
築いていきます。
これらのプログラムは本部からのカリキュラムに
従っているものです。唯⼀ WFF への参加だけが
2760 地区独⾃のものです。この奨学制度は何とい
っても世話クラブ制度カウンセラー制度が重要な
役割を果たしています。最近⼤学側が採⽤された
奨学⽣の著しい成⻑を⾒る機会が増えてきたみた
いで、この奨学基⾦制度を⾼く評価してくれてい
ます。ありがたいことだと思います。

お預かりいただくクラブには⼤変ご苦労をおか
けしているわけですが奨学⽣とのふれあいを通し
て新しい活動の場所ができたり、奨学⽣の出⾝国
との関係が築けたりして⼤変良い関係ができてい
るとの報告を多⽅⾯からいただいています。うれ
しく思っています。
昨年度財団法⼈設⽴ 50 周年を祝って 2 ⽉に東
京で盛⼤に式典が⾏われました。そして新しい財
団の理事⻑に 2760 地区パストガバナーの斎藤直
美さんが就任されました。本部の⽅針考え⽅など
あらゆる⾯でいち早く情報が⼊ってくるでしょう
し、直接意⾒を⾔える機会も増えると思います。
⻑い歴史を育んできましたこの奨学⽣制度をこ
れからも繫栄させていきたく思います。そのため
には皆様の御理解をいただかなければなりませ
ん。
あらゆる機会を通して説明をさせていただきます
ので、これからもよろしくお願いします。

⽉
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ご報告
皆様からいただきました「北海道胆振東部地震」
義援⾦ 57,000 円は 10 ⽉ 19 ⽇ガバナー事務所に
送⾦いたしました。ご協⼒有難うございました。
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Ｃグループ家庭集会報告
と き １０⽉ 19 ⽇(⾦)18：00〜20：00
ところ 「福泉華」
リーダー 芹澤 サブリーダー村⽥
出席者 渡辺 橋本(修) 柳澤 村⽥ 市野
⽥中 加藤(昌)
8 名(敬称略)
報 告 芹澤リーダーの挨拶・趣旨説明の後、渡辺
先輩の乾杯にて開会されました。
本⽇のテーマは新⼈ 3 名から「ロータリーに⼊
って想う事」を聞き、その後皆で討論をしましょう
という事になりました。新⼈からはロータリー活
動に愛着を持っている。⾮常に居⼼地がいい。村井
ガバナーの卓話が良かったなど意⾒が出ました。
新⼈３名は「⾼貴なロータリアンになりたい」と語
り。その後先輩ロータリアンからロータリーの歴
史、理念などのレクチャーがありロータリーとは
⼀⾔で⾔うと「奉仕を学び実践しましょう」という
結びとなりました。ふぐが美味しすぎて写真を撮
り忘れました。
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港友例会

9

卓話
第 2760 地区パストガバナー
第 2 ゾーン ロータリー財団
地域コーディネーター補佐
服部 良男君
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例会変更 「地区⼤会」
11 ⽉ 11 ⽇(⽇) 10：00
蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話
「ロータリー財団 今、やるべきこと」
地区奨学基⾦・平和フェローシップ
副委員⻑ 猪⼦ 恭秀君
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年次総会
第２回クラブフォーラム

14

例会変更 「忘年家族会」
12 ⽉ 13 ⽇(⽊) 16 階ボールルーム

21

港友例会

28

休

会

4

休

会

11

港友例会

18

卓話
「ロータリーの基本について」
元地区職業奉仕委員⻑ 関⼝

25
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今後の例会予定

日

1

会

宗男君

卓話
「ジャズダンスに対する思い」
㈱ダンスプロ
代表取締役 坂本久美⼦さん
卓話
「ヘルプマークを知っていますか？
ヘルプマークを通じて思いやりの
ある社会」
ＮＰＯ法⼈いのち繋ぐプロジェクト
理 事 ⼩崎⿇莉絵さん
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