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第８０４回 例会Ｎｏ．３５４ 平成 ２４年３月２２日（木） 晴 

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸ゙  「それでこそロータリー」 

■ 出席報告 会員４６名中２６名出席 

■ 出席率 

■ 修正出席率 

■ スピーカー 
 

６０.４６％  出席計算人数 ４３名 

３月８日  修正出席率 ９５.２４％ 

日野一美 様 

 

 
会長挨拶                          長谷川龍伸 

  皆さん、こんにちわ。 

 先週は創立記念例会と

いうことで、たくさんの会

員、ご家族にご出席いた

だきまして、ありがとうご

ざいました。 

 当クラブは創立１８年目

に入ったわけであります。

ちなみに、例会の回数は今日が８０４回目です。すごい

回数だなあと思います。ちょうど８００回目が例会変更で

インターシティーミーティングに当たっていましたので、

これは素通りしてしまいました。 

 さて、私ごとで恐縮ですが、最近、ある方に誘われまし

て、「日本交渉学会」という学会に入会することになりまし

た。 「交渉学会」と言っても皆さんなじみがないと思いま

すし、私自身、そのような学会があることを知りませんで

したが、名前のとおり、「交渉」に関する研究を行う学会

で、なんでも、長年駐日大使を務められたエドウィン・ラ

イシャワーさんが呼びかけ人となって設立された学会だ

そうで、近々、日本文学者のドナルド・キーンさんを講師

に招いて講演会を開催するというような、結構メジャーな

団体だそうです。 

 先日、学会誌が送られてきたのですが、掲載されてい

る論文を見ますと「モラルサイエンスの公共哲学におけ

る「交渉」の概念」とか「規制産業における企業連携の経

営戦略と交渉」とかいうもので、なにやら大変難しそうで

ありました。 

 その中に、「企業の社会的責任に関する一考察」という、

少し分かりやすそうなテーマの論文があり、著者を見た

らアパホテル社長の元谷芙美子さんでした。「早稲田大

学大学院公共経営研究科博士後期課程」という肩書きに

なっていました。テレビなどで拝見する限り、仕事と家事

で忙しそうにされており、このような論文を執筆する時間 

 

などなさそうに思えますが、２００６年に学位過程を修了

されたとのことですので、忙しい中、時間を作って勉強さ

れたのだと思います。 

 皆さん、年を取られても勉強をされているのだと思い、

これから私もその一員になって勉強しようと思っておりま

す。 

 

ニコＢＯＸ 
●本日はメイクアップアーティストの日野一美様を卓話に

お招きしています。日野様、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。    

長谷川会長、松尾幹事、西垣、安江、柴田孝一、岩田、若

原、池井戸、森田、藤野、河原、水野、中嶋、柴田達志、

西川（敬称略） 

立石さん 日野さん、本日は卓話よろしくお願いします。 

田島さん 先月 2 月2 日の大雪の日、地下鉄の棚に学生

時代から愛用している長靴を忘れましたが、交通局に電

話するとすぐに出てきました。インドでは考えられませ

ん。日本は素晴らしいと思いました。 

磯部さん 先週の「創立記念例会」はとても楽しかったで

すね。 

本日合計 ４２，０００円 

 

出席表彰 

5 ヵ年皆出席を迎えられた柴田達志さんにルビー入り会

員章を長谷川会長より贈呈致しました。 

 

米山カウンセラー感謝状贈呈 

2 年間の奨学期間を終了されたアッタナヤカ・プリヤン

ティカさんのカウンセラーを務められた磯部 徹さんに米

山奨学会からの感謝状を贈呈致しました。 

 



卓 話 

「業界の裏話」 

メイクアップアーティスト 日野一美 

 

 

ハイライトよねやま（１４４号 WEBより抜粋） 

１．寄付金速報＝下半期の寄付状況＝ 

2 月までの寄付金は前年同期と比べて 2.4％減、約

2,500 万円減少の10 億2,900 万円となりました。普通寄

付金が 1.8％減、特別寄付金が2.7％減でした。普通寄付

金の納入が 1 月末時点で前年度比 274 クラブ減と、入

金の遅れが心配されましたが、2 月末時点には前年度

比122 クラブ減となり、出足は遅いながらも、少しずつ入

金状況が回復しつつあります。 

震災から丸１年、被災地はもとより、その他の地域も経

済状況等の厳しさが続きますが、今後とも引き続きご支

援ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

２．理事会報告＝2013 年度は 700 人に＝ 

公益財団法人に移行してから最初の理事会（2011 年度

第 1 回）が 3 月 6 日（火）、東京プリンスホテル（東京都

港区）にて開催されました。 

全国から 31 人の理事と 3 人の監事が出席。板橋敏雄

理事長の進行のもと、1 月3 日までの特例民法法人とし

ての事業報告・決算と、1 月4 日以降の 2011 年度事業

計画・収支予算がそれぞれ原案通りに承認されました。

また、2013 学年度奨学生採用数については、厳しい寄

付金状況を鑑み、800 人から 700 人に削減する原案に

対し、「1 人でも多く支援したい」「10 人でも 20 人でも可

能な限り、上乗せできないか」などの意見も出され議論

されましたが、寄付金状況に見合った採用数として、

2013 学年度は 700 人とすることが決議されました。 

 

３．バンコクで『米山ナイト』に参加しませんか？ 

5 月 6～9 日に開催されるタイ・バンコク国際大会期間

中に、海外 4 番目となる米山学友会がタイで設立される

ことになりました。5 月 6 日夜に創立総会を兼ねた「米

山ナイト」を下記の通り開催します。 

実は、米山奨学生第 1 号はタイのソムチャードさんとい

う方です（米山奨学会の前身「米山基金」の支援で来日）。

60 年の時を経て、学友会が設立されるに至ったその瞬

間を、ぜひ皆さまに見ていただき、タイの学友にエール

を贈っていただければ幸甚です。当日はスペシャルゲス

トの登場があるかもしれません！ 

また、今回の国際大会では「友愛の家」に米山記念奨学

会がブース出展します（ブース No.102）。タイの米山学友

が皆さまをお迎えしますので、期間中、ぜひお立ち寄りく

ださい。 

☆米山ナイト☆ 

日時：5 月 6 日（日）午後 5 時半～19 時半 

場所：ロイヤルオーキッドシェラトン 2 階 ポンパドゥール 

会費：5,000 円 

※詳細・お申し込みは当会ホームページをご覧ください。

登録締め切り 4 月16 日まで。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

 

４．被災地の学生として何が出来るのか＝奨学生からの

便り＝ 

宮城大学で情報デザイン学を学ぶベトナム出身の米山

奨学生、グェン・トウン・ヴァンさん（2011-13／仙台西Ｒ

Ｃ）が、「被災地の学生として何ができるのか」との思い

で取り組んだという、この1 年間の活動を報告してくれま

した。 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

夏休みに友達と石巻市でのボランティア活動に参加しま

した。実際に訪れた現地の状況は、テレビで見るよりも

もっと大変でした。全国から集まったボランティアの人々

と共にがれきを片づけたほか、親を亡くした子供たちと

一緒にお絵描きをしたり、仮設住宅の方々と料理を作っ

たりして、心の繋がりを強く感じました。被災者の方から

悲しい話を聞いて、あらためて被害の大きさ、怖さを知る

とともに、皆さんからは「話を聞いてくれるだけでも心が

落ち着いた」と声をかけていただきました。 

震災をきっかけに参加したアジア太平洋学生起業家会

議では、東北地方の学生として、復興支援ボランティア

体験と心のケアの大切さを訴えました。仮設住宅のコミ

ュニケーション不足や断熱性の低い建物構造などの問

題をどうすれば解決できるのか、海外からの学生やスタ

ッフ全員で知恵をしぼり、いろいろな提案を考えました。 

現在、ゼミの活動として、南三陸町コミュニティ復興支援

のため、子供・高齢者の創造性や自立性を高める知育

玩具の開発・販売プロジェクトに参画しています。被災者

の皆さんの思いもそれぞれで、私たちの考えるものが本

当に皆さんを癒し、力になることができるものなのか、試

行錯誤で手探りしています。長い復興への道のりに少し

でも力になれるよう、今後も人の幸せのデザインを目指

してがんばりたいと思います。 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

◎３月２９日（木） 第８０５回例会 

  「会長エレクト研修セミナー報告」 藤田守彦さん 

◎４月５日（木） 第８０６回例会 

  「クラブフォーラム」予定 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


