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地区大会
　同期のガバナー会で、可能な限り地区大会
に相互訪問しよう、と申し合わせました。
　2009年10月９～ 11日は当2830地区の大会
でしたが、10月３日の第2800地区（山形）か
らスタートした各地の地区大会への参加も、
2009年11月７～８日友好地区である2760地区

（愛知）を含め、2010年４月21 ～ 22日の韓国
の姉妹地区3660の大会で私のガバナー年度の
地区大会訪問を終えました。
　サラリーマン時代・新婚時代を過ごした京
阪神まで足を延ばし、また家内との分担訪問
も含め、13の地区大会に出席することができ
ました。単なる出張やレジャーとは異なる、
素晴らしい経験と広い視野、そして友好の機
会が得られました。

RI 第3660地区との姉妹締結
延長調印
　2010年４月21日、我が地区大会にも来賓出
席して下さった蔣萬榮（ジャン・マンヨン）
ガバナーと２度目の姉妹地区締結をしました。
　国際ロータリー第3660地区は人口３百50万
の釜山を中心として、観光地済州島までを
含む、クラブ数135という巨大地区です。姉
妹地区関係は2540（秋田）、2720（熊本・大
分）、2730（鹿児島・宮崎）、そして我が2830
の日本４地区と締結しております。2830地区
は2007年に姉妹締結し、今回が２回目、2010
～ 13の３年締結となります。
　急速に成長している韓国経済の中で、釜山
という世界第５位の国際港湾を抱え、北米航
路のコンテナー巨大船団が津軽海峡を連日通
過しております。同じく巨大と言ってよい潜
在力を持つ青森県の、将来の大きな経済・文
化・観光パートナーと成り得る地域です。

笑 顔 と 拍 手

国際ロータリー第2830地区

ガバナー　村　井　　　達

笑顔・挨拶・拍手
　さて、第2520地区（岩手・宮城）の地区大
会で、来賓の奥山恵美子仙台市長が挨拶で次
の様な話をなさいました。
　「準備しておりました挨拶に代えまして次
のことを言わせて頂きます。私は新米の女性
市長で、錚々たる方々がこんなにも集まって
いる大会で緊張しておりました。しかし、会
場に入った途端、皆さんの笑顔での応対に
ホッとしました。また、スピーカーが壇上に
上がっただけで拍手。『こんにちは』と言う
と会場から大きな声で『こんにちは』と返す。
そして話が終わるとまた大きな拍手。こんな
ことは議会や役所で経験したことがありませ
ん。いっぺんに心地が良くなりました。」
　この言葉は、他人への思いやり、友情、平
和を、ロータリアンが五感で訴えていること
を物語っており、言い当てて妙であります。

スマイル！
　ガバナー夫妻の缶詰研修である１月の国際
協議会では、会場に入った途端に言われる第
一声が「スマイル！」であります。その瞬間
から、世界中から集まった厳めしそうなガバ
ナー・エレクト達が皆にこやかに握手しだし、
永年の友のような雰囲気になります。
　ロータリーの崇高高遠な理想も、スマイル
から始まらないと、本人がいかに勉強してい
ても、他人には難しくて取り付き難いものと
思われてしまうのではないでしょうか？
　笑顔、微笑み、挨拶、そして相手への拍手
は、全ての基本である「人と人との距離」を
グッと縮めます。ロータリーのみならず、す
べてのことを、まずは「笑顔」そして「拍手」
でスタートしようではありませんか !

巻頭言
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P E T S 報 告
日　時:2010年３月13日㈯
会　場:はねやホテル　

PETS実行委員長
　　山　元　忠　男

1Report 

　３月13日㈯初春とはいえまだ肌寒く、風の
強い日にむつ市内はねやホテルにて、2830地区 
会長エレクト研修セミナーを開催いたしまし
た。
　むつ地区では初めての PETS であり、不
慣れでありましたが、無事に終了する事が出
来ました。当日は村井ガバナーはじめ、黒田
RI 理事、パストガバナーの皆様、ガバナー
補佐及び、地区委員の皆様、そして次期会長
幹事。総勢120名弱で11時20分から研修が始
まり、17時30分の懇親会終了まで研修が行わ
れました。

　村井ガバナーの挨拶から始まり、黒田 RI
理事の挨拶、次年度 RI テーマ・会長強調事
項・地区方針を中村インカミングガバナーか
らのお話を聞き、12時40分から、セッション
①～セッション⑦まで、短時間ですが中身の
濃いセミナーでした。特に山崎直前ガバナー
はパワーポイントを使い、非常にわかりやす
く教えて頂きました。
　又、懇親会では、各テーブルにパストガバ
ナーに座って頂き、懇親会でもロータリー情
報を聞く事ができました。
　各クラブの次期会長、幹事の御活躍に期待
いたします。
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タイ₃₃₃₀地区識字率向上
プロジェクト会議に参加して

日　時:2010年４月２日㈮～５日㈪
会　場:タイ バンコク　

地区識字コーディネーター
　　富　岡　義　勝

2Report 

　４月２～５日の３日間、タイ、バンコクを
訪問し、アジア地域の識字エリア・コーディ
ネーター、PDG Dr サオワラ・ラタナビッチ
女史、次年度グローバル補助金プロジェクト
を企画している第3330地区のポーンチャイ・
インカミング・ガバナーおよび同地区ロータ
リー財団委員長のウィチャイ・パストガバ
ナーにお会いし、会議の中で意見交換をして
きました。
　サオワラ・ラタナビッチ PDG とは個別に
お会いする機会を作って頂き、識字全般のお
話をお伺いしました。現在、識字のロータ
リー・アクション・グループ（RAG）の設
立を目指しており、実現すれば、タイに識字
教育の拠点ができ、全世界から CLE 教授法
に興味をもっている教育者に指導することに
なるそうです。そうすると日本でも外国から
の移住者に対し、CLE を使った日本語の教
育が可能になると、話は大いにもり上がりま
した。
　第3330地区のポーンチャイ・インカミング・
ガバナーとＲ財団委員長のウィチャイ・パス
トガバナーからは、マレーシア国境付近では
イスラム教の影響が強く、タイ国内であるに

もかかわらず、タイ語で読み書きの出来ない
子供たちが多数存在するというお話をお伺い
しました。そこで両地区のDDFを使ってマッ
チングを行ない、Ｒ財団からグローバル補助
金を頂戴できるようにしたい旨相談しました。
年間４万ドルぐらいのプロジェクトに必要な
支出項目、および金額内訳の基本的な説明も
受けてきました。詳細が決まり次第、皆様に
もお知らせできると思います。
　最後に、タイ滞在中に、チュラロンコーン
大学で勉強した世界平和奨学生たちの卒業謝
恩会に招待をうけたことは幸運でした。わが
地区ではあまり聞かない奨学金制度ですが、
世界の８大学（日本からは国際基督教大学）
とロータリーが提携し、紛争解決の方法を学
術的に大学院レベルで学び、実践に役立てて
もらおうというものです。わが地区からも是
非優秀な学生を派遣したいものです。
　ところで、プロジェクトは10月始動を目標
にしており、順調に進めば2012年のバンコク
での国際大会でも成果を発表できるのではと
いうお話もでました。是非ともそれに向けて
頑張りたいという意を強くした今回の訪タイ
でした。
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40周年記念式典を終えて
― 感謝と決意 ―
日　時:2010年４月17日㈯
会　場:八戸プラザテル　

八戸北ロータリークラブ創立40周年記念式典
実行委員長　浅　石　紘　爾
会　　　長　大　沼　　　衛

3Report 

　４月半ばというのに春寒いまだに残る週末
でしたが、４月1₇日㈯ 午後２時から八戸プ
ラザホテルにおいて、わが八戸北 RC 創立40
周年記念式典が御来賓2₆名、各地区のロータ
リアン₈0名をお迎えして、なごやかなうちに
も厳粛に挙行されました。八戸市内では３番
目のクラブとして1₉₇0年に誕生しました。40
年経った今、チャーターメンバーの方々は在
籍せず、一抹の寂しさを禁じえませんが、40
～ ₅0代の中堅メンバーと女性会員４名を中
心として若いエネルギッシュな活動をしてお
ります。特に、八戸聖ウルスラ学院高等学校
インターアクトクラブとの提携、交換留学生
の歴史は長く、最近では八戸市立浩々学園の
支援活動にも力を入れております。会員数こ
そ2₈名と多くはありませんが、ユニークな奉
仕活動を継続しているところであります。
　記念事業として、現在八戸市立市民病院に
導入されている“ドクターヘリ”の防寒ジャ

ケット1₆着を寄贈し、感謝状をいただきまし
た。当会の RC マークもプリントされており、
人命救助の一端を担わせていただくことに誇
りを感じています。
　当クラブは、楽しい例会、フランクな交流を
モットーとしておりますが、当日は、同学院高
等学校のお２人の生徒さんによるピアノ演奏と
独唱によるオープニング、新クラブソングの披露、
今所長様からの熱心なドクターヘリの活躍振り
の発表、一般市民をまじえてのアルケミストの
心を洗う記念コンサート、祝賀会で好評を博し
た“マグロ解体”など、所期の目的は皆様の協
力でその大半を達成できたと自負しております。
　最後に、御来賓、御参列のロータリアンの
皆様、そして、遠路おいでいただいた松戸東
ロータリークラブの親しい友人の皆様の変わ
らぬ御指導、御鞭撻をお願いするとともに、
各位の御健勝と御活躍をお祈りしましてお礼
とさせていただきます。
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八戸南ロータリークラブ
創立35周年記念式典

日　時:2010年４月19日㈪
会　場:八戸パークホテル

八戸南ロータリークラブ創立35周年記念式典
実行委員長　鈴　木　一　史

4Report 

　国際ロータリー創始者ポール・ハリスの誕
生日でもある４月1₉日、八戸南 RC の創立3₅
周年記念式典を、八戸パークホテルにおいて
開催いたしました。
　この由緒ある日が創立記念日であることにこ
だわり、月曜日の夕方という日時でしたが、小
林眞八戸市長、村井達ガバナーはじめ多数のご
来賓を含め、約1₈0名のご出席をいただきました。
　また、姉妹クラブである第3₆30地区韓国南
浦項ロータリークラブからも李東均パストガ
バナー、金萬守会長ほか４名の会員も遠路か
けつけてくださいました。
　特に今年度は、当クラブから、日本ではた
だ一人の黒田正宏国際ロータリー理事を輩出
していますので、昨年11月の東京お台場での
ロータリー研究会開催など、その支援も3₅周
年記念事業の一つとして位置付けております。
　また、昨年当市の「合掌土偶」が国宝に指
定されたこともあり、現在整備中の仮称「是
川縄文の里」に、この秋、記念植樹を予定し
ています。
　式典後の祝賀会は中村義弘インカミングガ
バナーのご発声で乾杯、同時に各テーブルで
花火が上がって賑やかに始まりました。
　アトラクションはクラブメンバーと奥様だ
けの６名で結成した「HACHINOHE SOUT
H RC BAND」とプロ歌手との共演で、ハワ
イアン数曲を演奏、好評？をいただきました。
　前日、台湾での地区大会に RI 会長代理と
して出席した黒田 RI 理事ご夫妻も、急ぎ帰
国、祝賀会の途中に到着されました。

　当日ご出席いただいた多数のご来賓、ロー
タリアンの皆さまはもちろん、祝電をお送り
くださったクラブの皆さまにも、あらためて
御礼を申し上げます。
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米山奨学生オリエンテーション
並びに カウンセラー研修会 報告

日　時:2010年４月25日㈰
会　場:青森市民ホール

米山記念奨学委員会
委員長　松　本　康　子

5Report 

　４月25日㈰　青森市民ホールにて、中村義
弘インカミングガバナーより、中国３名、ベ
トナム２名、マレーシア１名、タイ１名の７
名に、桜をモチーフにした米山奨学生バッチ
が手渡され、喜びと緊張した米山奨学生は笑
顔いっぱいのスタートです。
　米山奨学生は、クラブ例会出席、地区行事
参加を中心に、ロータリアンとの交流を深め
ながら、ロータリー精神を理解し、第2830地
区の一員として活動していく事となります。
米山奨学事業の特徴はカウンセラー制度です。
奨学生１名にカウンセラーが付き、奨学期間
中の相談役としての任に当たり、共に連絡し

合い、異文化交流の橋渡し等、無事有意義に
過ごせるよう心配りをお願いしております。
又今年度は、お世話クラブ、サブお世話クラ
ブを置きました。一生懸命勉学に励んでいる
奨学生の姿をみて頂きたい事、奨学生に接し
お世話をする機会を多くし、地区の皆様と交
流を深めて頂こうと企画致しました。
　地区の皆様‼ 希望にあふれ、明るい笑顔
の米山奨学生をよろしく、卓話にお声をかけ
て下さいます様お願い致します。

米山奨学生バッチです。
胸のバッチをみましたら、
お声をおかけ下さい。

ナラーラットウォン・タンヤポーンさん 王　慧さん ラオ・ペイペイさん

吴　偉偉さん

ダン・フォン・ホアンさん

グエン・フォン・チェさん

2010-11年度

米山記念
奨学生
紹介
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Report of

IM インターシティー・ミーティング報告

南分区ガバナー補佐
　　長　嶺　康　廣

南分区IM

　南分区 IM は、４月10日㈯八戸グランドホ
テルに於いて午後２時から開始された。
■プログラム
　第１部　パネルディスカッション
　　　　　「これからのロータリーの方向性

を探る」
　第２部　黒田正宏 RI 理事講話「RI 理事と

して見た国際ロータリー」
　第３部　合同懇親パーティ
■内容
　第１部は、４名のパネリストによる、各ク
ラブの活動報告があり、これに対して、会場
から質疑応答や意見の発表があり、活発な意
見交換がされました。
　RI 新長期計画では「ロータリーはクラブ
活動が原点である」と確認されています。こ
れからも引続き、「クラブ活動が原点である」
という活動方針に変更は無いと言う事です。
　「３匹のタイ（①向上しタイ　②良いこと
をしタイ　③くっつきタイ）を満足させる
ロータリー活動」が益々必要な時代になって
いくのではないでしょうか。

　第２部は、黒田 RI 理事による講話で、RI
の概要の次に、「未来の夢・試験プログラム」・

「規程審議会」・「RI の新長期計画」等につい
ての説明がありました。最後に世界の激しい変
化の波に、また世界のグローバル化に迅速に
対応していかなくてはならないと警鐘乱打した。
　第３部は、南分区合同懇親会
　IM の目的は「会員相互の親睦と知識を広
めること」であり、知識を深めた後の親睦も、
ロータリーの原点であります。和やかな雰囲
気のうちに、夜の更けるのもすっかり忘れて
親交を深め、最後に「手に手つないで」でお
開きとなった。
　学びだけでも、良いことだけでも、くっつく
だけでも、人間は満足できないと思います。
この「３匹のタイをバランスよく満足させる
活動」がロータリーには有ると思うのです。
今後も「３匹のタイ」を活かしながら、皆さん
とロータリーを楽しんで行きたいと思いました。
　IM を、ロータリーの有意義な場として開
催できましたことを、ホストクラブの八戸 RC
の会員と、南分区の会員に感謝申し上げます。
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西第２分区ガバナー補佐
　　小山内　康　晴

西第2分区IM

　去る４月11日㈰、弘前・フォルトーナに
て、山崎淳一直前ガバナー、中村義弘インカ
ミングガバナー他多数のご来賓のご出席によ
り「西第２分区 IM ＆７クラブ合同例会」が
開催された。
　IM では、小笠原　潤氏（弘前観光コンベ
ンション協会副会長）をコーディネーターと
して、九戸眞樹氏（青森県観光連盟専務理
事）・古木明日香氏（東奥日報記者）・西久保
千明氏（弘前大学在学、弘前 RAC 会員）を
パネリストにお招きし、「新幹線新青森駅開

業を地域で生かそう！」と題したパネルディ
スカッションが行われた。
  ロータリアンとして東北新幹線新青森駅開
業を、今後どのような形で地域の活性化につ
なげていけばよいか、改めて考えさせられる
ディスカッションであった。
　その後、７クラブ合同例会にて各ロータ
リークラブ会長の近況報告を兼ねた挨拶があ
り、親睦会を経て参加者一同有意義なひとと
きを過ごした。
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Report of

IM インターシティー・ミーティング報告

東第１分区ガバナー補佐
　　佐々木　眞　一
東第２分区ガバナー補佐
　　杉　山　茂　夫

東第1分区•東第2分区合同IM

　東第１分区・東第２分区合同 IM は、４月17
日㈯おいらせ RC をホストとしておいらせ町レ
ストランカワヨグリーンロッジで開催しました。
　村井ガバナー始めご来賓の皆様、交換留学
生ヘイディ・サルメラ（十和田東 RC）分区
外２クラブ、東第１分区７クラブ、東第２分
区５クラブ総勢70名参加のもと、開会セレモ
ニーで始まりました。
　本来 IM は、ロータリーの理念と組織や奉
仕活動について発表し合い、意見交換などの
フォーラムとするところですが、今回は「牧
場の中のクラブ例会場」というロケーション
もあり「羊飼いのパークゴルフ」と「ロータ
リー・クイズ」をオリエンテーリング形式に
組み合わせた新企画で、「親睦と交流」をキー
ワードに開催しました。
　当日は春の異常気象の大変寒い中でしたが、
くじ引きで組み合わせた参加者は、パークゴ
ルフ場1₈ホールをプレイながら、各ホールに
設置したロータリー・クイズを解いて回りま
した。クイズは非常に難しく、１問につき正
解すればマイナス２のスコアとなるため、頭
と身体を使った親睦交流大会となりました。
　後は、お待ち兼ねの懇親会です。開催の案
内ではカワヨ牧場恒例のバーベキュー・パー
ティーでしたが、春とは言えあまりに寒いの
でレストランホールに場所を替え、同じ組の
メンバー同士が一緒のテーブルに着き、ゴル
フのスコアとクイズの正解を肴に話をはずま
せておりました。途中、山本文三氏（むつ RC）

と米田魁氏（十和田八甲 RC）が誕生日とわ
かり、急遽ハッピー・バースデイを黒木庸子
さんと近藤美津子さん（共に野辺地 RC）の
唄とピアノの伴奏で合唱し、アンコールも出
て大いに盛り上がりました。　
　因みにパークゴルフの結果は、優勝：横手
幸年氏（七戸 RC）準優勝：高村和雄氏（十
和田東 RC）第３位：高橋智氏（むつ中央 R
C）と、決してゴルフの腕だけではなくロー
タリー・クイズの正解率が大きな要素となり
ました。賞品は、おいらせ町特産の「オッパ
イいちご」とご存知「桃川」吟醸純米酒、カ
ワヨ牧場「絞りたて牛乳」でした。
　また今回の IM に合わせて、各クラブのロー
タリアン同士が互いに顔と氏名を覚えながら、
職業情報やロータリー活動を交換し合い交流
を深めて頂く目的で、初めて東第１第２分区

「会員名簿」（手帳サイズ）350部を製作しました。
　昨今の経済不況が続く中、ロータリーの創
立時の４人に還って、お互いの事業の発展を
めざし、協力と連携を模索するツールとして
活用頂ければ幸いと思います。
　最後に、難しかった？ロータリー・クイズを
皆様にも解いて頂きたく掲載いたしますので是
非、挑戦してみて下さい。今回ご参加の皆様
のご支援とご協力に深く感謝申し上げて東第
１分区・東第２分区合同 IM の報告と致します。
　追伸：次の日、朝起きてみてびっくりしました。
一面の雪野原。寒かったけれども「天」にも感
謝の IM でした。本当にありがとうございました。
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Ｑ１　ロータリーを英語で書くと
 ①　Rotaly ②　Rotary ③　Rortary　
Ｑ２　1907年シカゴロータリークラブは最初の社会奉仕プロジェクトを実施しま

した。何を作ったでしょう。
 ①　公園 ②　孤児院 ③　公衆便所
Ｑ３　1909年シカゴロータリークラブに続いて２番目に設立されたロータリーク

ラブは？
 ①　ニューヨークRC ②　ボストンRC ③　サンフランシスコRC
Ｑ４　伝統を誇る「東京ロータリークラブ」（通常例会場は帝国ホテル）現在の通常

例会メークアップ料は
 ①　4,000円 ②　5,000円 ③　6,000円
Ｑ５　国際ロータリー世界本部があるのは、アメリカ・イリノイ州の何市でしょう
 ①　シカゴ ②　ワシントン ③　エバンストン
Ｑ６　日本で最初の女性会員を輩出したクラブは
 ①　2830地区八戸北RC ②　2500地区清水RC ③　2790地区船橋RC
Ｑ７　世界で最も南にある例会場はどこ？
 ①　オーストラリア ②　アルゼンチン ③　南極
Ｑ８　2009⊖10年度RI年次国際大会開催地は？（2010年6月20日～開催）
 ①　バンクーバー ②　モントリオール ③　シカゴ
Ｑ９　4月はロータリーの何月間ですか?
 ①　雑誌月間 ②　識字率向上月間 ③　親睦活動月間
Ｑ₁₀　ロータリーの公式マーク、一番外側の歯車の数は？
 ①　22個 ②　20個 ③　24個　
Ｑ₁₁　ポールハリスら4人が初めてもった初例会日は
 ①　1905年2月23日 ②　1906年2月23日 ③　1907年2月23日
Ｑ₁₂　米山記念奨学会は民間の奨学機関として最大ですが、年間何人の奨学生に支援

しているでしょう
 ①　1,000人 ②　800人 ③　500人
Ｑ₁₃　日本のロータリアン数はおおよそ? 名（ロータリーの友4月号）
 ①　10万人 ②　9万2,000人 ③　8万5,000人
Ｑ₁₄　日本で国際大会が開催された回数は
 ①　1回 ②　2回 ③　3回
Ｑ₁₅　ロータリーの規定審議会は地区からの規定審議代議員によって行われますが、

開催の頻度は
 ①　毎年 ②　3年に1回 ③　5年に1回
Ｑ₁₆　2830地区のクラブの数は
 ①　40クラブ ②　41クラブ ③　42クラブ
Ｑ₁₇　国際ロータリーの会員は
 ①　ロータリアン ②　ロータリークラブ ③　地区ガバナー
Ｑ₁₈　下の文章で正しいものはどれか
 ①　メークアップは例会日の前後1週間以内の14日間有効
 ②　メークアップは欠席した例会日後、2週間以内の14日間有効
 ③　メークアップは欠席予定の前と後、2週間以内の計28日間有効

解答：Ｑ１②、Ｑ２③、Ｑ３③、Ｑ４①、Ｑ５③、Ｑ６②、Ｑ７③、Ｑ８②、Ｑ９①
　　　Ｑ10③、Ｑ11①、Ｑ12②、Ｑ13②、Ｑ14③、Ｑ15②、Ｑ16①、Ｑ17②、Ｑ18③

ロータリークイズ（一部2500地区のロータリー検定参照）
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文庫通信文庫通信

272号
〒10⓹⊖0011 東京都港区芝公園2⊖6⊖15 黒龍芝公園ビル3階

TEL⎝03⎠3433⊖6456・FAX⎝03⎠3459⊖7506
http://www.rotary-bunko.gr.jp

開館＝午前10時～午後５時　　休館＝土・日・祝祭日

ロータリー文庫ロータリー文庫ロータリー文庫問い合わせ
申し込み先

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利
用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご
紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページ
で PDF もご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備
えてありますのでご活用願います。
　以下資料のご紹介を致します。

ロータリー情報

◎「ロータリー財団未来の夢計画」
 田中　作次［2010／3ｐ（第38回ロータリー研究会報告書）］

◎「RI５カ年財政計画」 黒田　正宏［2010／4ｐ（第38回ロータリー研究会報告書）］

◎「よきロータリアン　指導者としてのロータリアン」
 渡辺　好政［2010／14ｐ（D.2710月信）］

◎「今　ロータリーが忘れている事」
 森　　三郎［1999／1₆ｐ（関西ロータリー研究会第55回例会記録）］

◎「ロータリーの魅力と職業奉仕について」
 成川　守彦［2010／43ｐ（D.2770職業奉仕研修会）］

◎「私にとってのロータリーの楽しみ方（パネルディスカッション）」
 岩本　　忠（コーディネーター）［2009／10ｐ（D.2630地区大会）］

◎「ロータリー簡単図解〈年表とロータリーの考えの変遷その１～３〉」
 鈴木　章夫［2009／3ｐ（D.2520月信）］

◎「各クラブが行っている活性化アイデア一覧」 D.2720［2010／4ｐ（D.2720月信）］

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／PDF⎠］
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2010 年 4 月 13 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

3 月までの寄付金は、前年同期と比べて 13.3％減、約 1億 7千万円の減少となりました。普通寄

付金が 1.9％減、特別寄付金が 18.7％減とここ数ヶ月は大きな状況変化はありません。 

今年度まだ普通寄付をご送金いただいていない約 160 のクラブ会長宛に「2009-2010 年度 普通

寄付金送金のお願い」を 3月 12 日付でお送りしましたが、4月 6日現在、まだ 84クラブから納入

いただいておりません。普通寄付金は当奨学会の安定的は財源となっています。特別寄付金が伸び

悩む中、奉仕の実践として、普通寄付金の送金をぜひともよろしくお願い申し上げます。 

2010 学年度の奨学生は 826 人（休学による延長者 3 人を含む）となりました。国籍・地域別で

は中国が 402 人、韓国 116 人、台湾 51 人、その他 257 人です。奨学金種類別では、修士課程が最

も多く 374 人、次いで博士課程 215 人、学部課程 203 人、そのほか地区奨励奨学生、クラブ支援奨

学生などがいます。 

4 月 11 日を皮切りに 5 月中旬にかけて、各地区で新規奨学生のオリエンテーションが開催され

ます。今年度のオリエンテーションでは、ＤＶＤ「すばらしい贈り物」を上映し、世話クラブ・カ

ウンセラー制度の意義を新奨学生に理解してもらうよう呼び掛けています。また、今年度からは、

奨学期間終了後も近況や移転先をカウンセラーに知らせることを確約書に記載し、約束事項として

説明していただくことになっています。説明用パワーポイントはガバナーエレクト事務所および地

区米山奨学委員長宛てにＥメールで送信していますので、ぜひご活用ください。オリエンテーショ

ンの席上で確約書に署名をした後、正式な米山記念奨学生となります。どうぞ温かくお迎えくださ

いますようお願いいたします。 

今年も卒業式を終えた学友から、博士の学位を取得したとの報告が続々と届いて

います。2009 学年度（2009 年 4 月～2010 年 3 月）に博士号を取得した奨学生・学友は 48 人、累

計では 3,196 人です（4 月 9 日現在）。博士号取得者には、米山記念奨学会からお祝いの腕時計を

お贈りします。すでに奨学期間を終了した学友も対象ですので、ぜひ事務局までご報告ください。 

「学位記」か「学位取得証明書」を世話クラブ経由で

米山奨学会へ FAX してください（FAX：03-3578-8281）。 ※国内のみの発送となります 

 

 奨学生・カウンセラー必携ハンドブック 

【奨学生ハンドブック】 新規奨学生には合格通知と一緒に大学経由で、継

続奨学生には世話クラブへ 3 月末送付済みです。奨学生としての心得のほ

か、帰国届や奨学生レポートなど届出書類が付いています。 

【カウンセラーハンドブック】 初めてカウンセラーをされる方も、すでに経験

されている方も必ずお読みください。カウンセラーの体験談や困ったときの

Q&A が満載です。クラブへ送付済みです。 

米山奨学生・学友の博士号取得状況 ３ 

新奨学生のオリエンテーションがスタート � 

寄付金速報 ― 2009-10 年度も残り３カ月を切りました ― � 

米山奨学生・学友が博士号を取得したら…？ 
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こども医療センターに絵本を贈呈する 

米山学友会・R 財団学友会の代表者（前列）

第 2590 地区（神奈川県）の米山学友会では、昨秋から

ロータリー財団学友会と協力して社会貢献活動を企画。 

3 月 23 日に神奈川県立こども医療センター（神奈川県横

浜市）を訪問し、療養中の子どもたちのためにと、学友

らが集めた世界中の絵本 150 冊を寄贈しました。 

同センターの入院患者には、日本語や英語を読めない

子ども達もいるため、「いろいろな国の絵本があればあり

がたい」との関係者の話を受け、両学友会では西洋の絵

本 50 冊、アジアの絵本 30 冊、日本の絵本 70 冊を集め、

これらの絵本を収納する図書室用のブックワゴンと合わせ

て寄贈しました。第2590地区米山学友会の田
ジョン

 鎬鎭
ホ ジ ン

さんは、

「病院にはまださまざまなニーズがあるので、コンサートの企画や翻訳など、今後も私たちならで

はの支援を計画中。ロータリー財団・米山の学友は、共に留学経験があり、自分たちが受けた恩恵

を他の人に返していきたいという気持ちは共通しているので、ローターアクトも含めた新世代のネ

ットワークをつくり、いろいろな活動を一緒に作り上げていきたい」と抱負を語っています。 

宇都宮大学大学院に学び、今年 3 月に 1 年間の米山奨学期間を終了したスエナガ・クニオさん

（2009-10 年／宇都宮陽南ＲＣ）は、ミクロネシア連邦出身初の米山記念奨学生。彼の生まれ育っ

たチューク州は、第 2750 地区（東京都）のパシフィックベイスングループ（ＰＢＧ）に属するこ

とから、2 月 24 日、同地区の地区大会に合わせて都内で開催されたＰＢＧフォーラムに、スエナ

ガさんもゲストとして参加。第 2750 地区のロータリアンには、チュークを訪問したことのある人

も多く、母国の話題で、多くのロータリアンとの交流を深めました。 

当日のフォーラムのテーマは、「家族・コミュニティ

ーをつなぐ輪 ――昔から慣れ親しんだ子供達の遊びを

通して――」。来日したチュークのトラックラグーンＲ

Ｃメンバーとは旧知の間柄であることもあり、スエナガ

さんは、同クラブのプレゼンテーションの通訳を担当。

日本の陣取りに似た母国の遊びを解説し、デモンストレ

ーションゲームにも参加して交流を楽しみました。スエ

ナガさんは今秋、修士課程を卒業し、その後は駐日ミク

ロネシア連邦大使館（東京都港区）に勤務する予定です。 

 

 

 

 

（財)ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 
 黒龍芝公園ビル 3F 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 
E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

編集担当：野津
の づ

・峯
みね

 

チューク出身の奨学生が母国のロータリアンらと交流 � 

新世代の学友が力を合わせて社会奉仕 【第 2590 地区】 � 

トラックラグーン RC メンバーとスエナガさん（左） 

た く さ ん の お 申 し 込 み あ り が と う ご ざ い ま し た  

―  中 国 学 友 会 総 会 ・ 懇 親 会 in 上 海  ―  

 

 

 

ハイライトよねやま 119・120 号でご案内していた、7 月 17 日に上海で開催される中国学友会総会・

懇親会は、お陰さまで200人を超えるロータリアンからお申し込みをいただきました。ありがとうございまし

た。なお、米山奨学会のツアー参加者の皆さまには 4 月中に旅行のご案内をお送りいたします。 
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（2010.4.30現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会 員 動 静

其田　直輝さん
2010年4月1日入会
SP:古川　均会員

金木RC

坂田　　誠さん
2010年4月1日入会
SP:坂田忠夫会員

つがる北西RC

浅古　浩之さん
2010年4月1日入会
SP:菅原偉久会員

大畑RC

今　勝一志さん
2010年4月7日入会
SP:相馬敏行会員

青森北東RC

長谷川利夫さん
2010年3月18日入会
SP:工藤真人会員

青森RC

草刈　保昌さん
2010年3月4日入会
SP:小山　　悟会員
　　 若杉真奈美会員

弘前西RC

須藤　信夫さん
2010年4月9日入会
SP:柳谷文彦会員

青森東RC

庄子　俊郎さん
2010年4月1日入会
SP:蝦名文昭会員

青森RC

退会会員

大畑RC	 小田　　有さん	 2010.３.31
三沢RC	 吉田　広美さん	 2010.３.31
五所川原RC	 工藤　全道さん	 2010.３.31

（2010.3.31現在）寄 付 状 況
米 山 功 労 者

佐々木克郎さん
八戸RC
７回目

木村　宗義さん
八戸RC
4回目
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2010年5月　行事予定表
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2009-2010年度　3月出席報告


