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年度テーマ

＝ロータリーの誇りを胸に、前進しよう＝
例会場 名古屋クレストンホテル TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
クラブ会報広報委員長 大岩とよみ

第７８７回 例会Ｎｏ．１７ 平成 ２３年１１月１０日（木） 晴
環境保全
■ 出席報告
会員４７名中２７名出席
■ 出席率
６２.８０％ 出席計算人数 ４３名
■ 修正出席率
１０月２７日
９５３５％
■ ゲスト
岡山朋子 様
米山奨学生 ｱｯﾀﾅﾔｶ･ﾌﾟﾘﾔﾝﾃｨｶさん

会長代理挨拶
磯部 徹
本日は長谷川会長が国
際奉仕委員会の支援事
業で昨日からカンボジア
に行っておられ、例会欠
席です。また、会長欠席
の場合は副会長が会長
代理として「会長挨拶」を
行うことになっております
が、副会長もお仕事でや
むをえないご出張でありますので、会長からご指名を受
けまして、私、磯部が「御あいさつ」を申し上げます。
本日は卓話講師として、名古屋エコトピア科学研究所
の岡山朋子先生をお招きし、後ほど「環境保全」に関す
るお話を伺うことになっております。先生、よろしくお願い
致します。
本日のごあいさつの内容につきまして、長谷川会長よ
り「米山奨学金」についての話を、とのご推薦がありまし
たので、そのお話を少しさせていただきます。ロータリー
クラブは、各種の奉仕事業を行っておりますが、奉仕の
相手と直接に顔を合わせ、その実感を肌で感じることが
できる事業は多くはなく、当クラブ独自のカンボジア支援
事業、外国へ留学生を送る奨学金支給予定のロータリー
財団事業、日本に留学している外国人学生に奨学金を
支給する米山奨学金事業などが挙げられます。
米山奨学金は、毎年、日本のロータリーアンから米山
奨学金として寄付を受けたものを奨学金として支給する
という、原則単年度収支で事業を行っており、最近７年く
らいは１３億から１４億円の規模で８００人前後の学生に
（学部学生には毎月１０万円、大学院学生には毎月１４
万円の）奨学金を支給しています。なお、以前は年間１８
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億から２０億円の寄付額でしたが、日本のロータリーア
ンの会員数の減少、経済状況を反映した寄付金の減少
などにより、支給対象奨学生人数は減ってきたおります。
茎金は７８億あちますが、その利子収入は９０００万前後
です。奨学生選考の基準は、指定校制度があり、指定校
から学生の推薦を８月中旬〜１０月１５日までに受け付
け、資格審査のうえ、:面接通知を大学へ送り、１２月から
１月に面接を実施し、合格者を決定して 2 月から３月に世
話クラブ、カウンセラーが決定されます。
カウンセラーは１〜２年の間、個人的に接触します。な
お、奨学生は採用にあたり確約書を提出しています。愛
知県では３０万〜４０万が毎年採用されていますが、地
区別の寄付金の額により増減します。指定校は留学生
の人数・成績等により選定されているため、愛知県全て
の大学から採用されるわけではありません。
なお、プリヤンティカさんは来年の３月までが奨学金支
給期間になっています。

ニコＢＯＸ
藤野さん 今月２日、ゴルフコンペにて２位を頂きました。
堀江さん、和田さんアドバイス有難うございました。
後藤さん 久しぶりの出席です。
大塚さん 岡田先生、釣り同好会ありがとうございまし
た。海釣りの次は岡釣りもよろしく。
中村さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ
います。
磯部さん 昨日カンボジアへ出発した長谷川会長一行、
頑張って下さい。
和田直美さん 11 月11 日御園座店Ｏｐｅｎするので皆さん
来て下さい！アロマのお店です！！（男女）
田島さん 北原さん、金子さん、ようこそ丸の内ロータリー
クラブにご入会下さいました。先ほどですが、お二人とも
３３歳とのことなので「親子ほど年が離れてますね」と言
ったら「ハイ」と肯定されてしまった…「そんなことありま
せん」と否定されると思ったのにショックでした。
●本日は「環境保全卓話」として、名古屋大学エコトピア
科学研究所の岡山朋子様をお招き致しました。岡山様、
ようこそお越し下さいました。会員一同、心より歓迎申し
上げます。本日は宜しくお願い致します。
松尾幹事、松本、北原、金子、河原、亀井、岩田、池井
戸、川原、堀江、加藤満男、柴田孝一、矢野雄嗣、二俣、
加藤久明、若原、大岩、渡邉、中嶋（敬称略）
本日合計 ７４，０００円

次年度会長エレクト推薦委員 選出
長谷川龍伸会長がカンボジア視察でご欠席のため、松
尾雄二郎幹事が抽選を代行されました。選出された方は
以下の５名です。
直前会長
石井里恵子
会長経験者 安江英雄
入会３年以上 加藤久明、河原照忠、永井克昌
米山奨学金
米山奨学生 アッタナヤカ・プリヤンティカさんに１１月分
の奨学金を、新入会員の北原正啓さんよりお渡しいただ
きました。

返事の数字なのだ。おわかりのように、人生で他の人々と分か
ち合うことをいとわない分だけが私たちの価値なのだ」と答えま
した。 私たちが自分自身の価値を計算する時、その価値は自
分たちが何を持っているかで考えますか。それとも、持ってい
るものをどう使うかで考えますか。人間は皆同じ価値があると
言う時、私たちは文字通りの行動をしているでしょうか。
ロータリアンであるということは、私たちの資源の全てをさま
ざまな角度から見ることができるということだと信じています。
自分が持っているもので何をなすのが最善の選択なのでしょう
か。何を選択すれば究極的に私たちが最も豊かであり続けら
れるのでしょうか。
人々の生活を変えるロータリー財団
ロータリーにおいて、私たちは皆、世界のとても多くの地域で
大きなニーズがあることを認識しています。そして私たちは皆、
ロータリー財団を通じてどれほどの援助ができるかも知ってい
ます。もし私たちが望めば、私たちは人々の生活を変えること
ができ、希望を呼び戻し、未来を築くことができるのです。
人生はすべてが選択です。私たちは自分のものを自分自身
のためにとっておき、他人の問題は自分には関係ないといい

環境保全卓話
「東日本大震災における被災地のトイレ問題」
名古屋大学エコトピア科学研究所
特任講師 岡山朋子

カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
価値を決めるもの
ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん、
1885 年、『ロンドンタイムズ』は、ビクトリア女王によって騎士
に叙された、イギリスの資本家で慈善家のモーゼス・モンテフィ
オーレ卿の 100 歳の誕生日に栄誉を表して論説を連載しました。
この論説では、彼の誠実で寛容な精神や、困っている人がい
れば助けにかけつけるという彼の心意気が述べられています。
中でも１つの物語が特に印象に残りました。
他の人々と分かち合うこと
ある人が、当時、富豪の一人であったモーゼス卿に、自分自
身の価値がどれくらいだと思うかと質問しました。このようにぶ
しつけな問いかけに直面して、彼は少し考えて数字を挙げまし
たが、それは質問者の期待にははるかに及ばないものでした。
当然のことながらその回答は反論を呼びました。確かに、間違
いなく彼はその 10 倍の価値がありました。モーゼス卿はちょっ
とほほ笑んで「若者よ、君は私にどれくらいもっているかを聞か
なかった。どれくらいの価値かを聞いた。だから私はこの一年
間に慈善事業にいくら使ったかを計算してみた。それが君への

切って、他人のニーズに目をつむるという選択をすることはで
きますが、距離を超え、皮膚の色を超え、言語や着ているもの、
そして文化を超えて目を向け、どこにいる人も自分たちと同じな
のだと考えて、立ち去るのを拒否することを選択することもでき
るのです。

新入会員紹介（10 月 20 日入会）
金子 宗史
氏名
ｶﾈｺ ｿｳｼ
紹介者
堀江俊通、長谷川龍伸
職業分類 ｵｰｶﾞﾆｯｸ食材販売
生年月日 1977 年６月 23 日
趣味
ﾏﾗｿﾝ・ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞ
事業所
Goldenchild Production Assist
代表
460‑0007
名古屋市中区新栄 2‑43‑18
TEL052‑252‑9900 FAX052‑252‑9920
北原 正啓
氏名
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ
紹介者
堀江俊通、松尾雄二郎
職業分類 石油製品卸業務
生年月日 1978 年２月９日
趣味
ゴルフ
事業所
㈱エムシーセンター
代表取締役
461‑0005
名古屋市東区東桜一丁目 10‑9
TEL052‑253‑8014 FAX052‑253‑8012
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎１１月１７日（木） 第７８８回例会
「カンボジア視察報告」 国際奉仕委員長 高山 進さん
◎１１月２４日（木） クラブフォーラム「ロータリー財団」
地区 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 補助金委員長 篭橋美久さん
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

