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第８８２回 例会Ｎｏ．２１平成 ２５年１１月２８日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」

■ 出席報告 会員４４名中２３名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト
■ スピーカー

５５.００％   出席計算人数４０名

１１月１４日  ９４.８７％

（医）生寿会 松田英之様

亀井克典さん

会長挨拶               

みなさん今日は。１１月も終りに

近付きめっきり寒くなりました。

２６日に石巻のおひさま保育園

へ園児と保育士の制服を寄贈す

るため、吉田さんと行ってきまし

た。

石巻ＲＣの寺田会長、石巻西ＲＣの三浦会長、石巻南Ｒ

Ｃの日野会長も出席いただき贈呈式を行い、高橋園長は

じめ子供たち、そして石巻のＲＣの会長皆さんに大変喜

んでいただきした。

そして石巻日日新聞社の取材もいただきました。

石巻日日新聞社といえば ｢６枚の壁新聞｣というドラマで、

東日本大震災でおおきな被害を受け、大津波に飲み込

まれた街に貼り出された手書き新聞を巡る１週間ほどの

物語でご存知の方もあると思います。

さて先週は２３日２４日に第２７６０地区の地区大会が開

催されました。

名古屋昭和ＲＣがホストクラブを努め、アントニオ A・ラフ

ィーノＲＩ会長代理（フィリッピン 3830 地区パストガバナー）

を迎え、田中正規ガバナーのもと、２,７００名のロータリ

アンが参加されました。

RI会長テーマである「ロータリーを実践し みんなに豊か

な人生を」Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ、２７６０地

区方針 ｢磨いて 輝こう｣を改めて確認いたしました。

１日目は１５時３０分開会、大会議事、指名委員会など審

議、決議事項など採択しました。

１８時からの RI 会長代理御夫妻歓迎晩餐会に会長、幹

事で出席いたしました。

2日目は１2時３０分開会、点鐘、国歌ロータリーソング斉

唱、出席者紹介、RI 会長代理挨拶、来賓祝辞、表彰、大

会決議報告のあと、記念講演は「グローバル時代の企

業経営」という演題でトヨタ自動車名誉会長 張 富士夫

氏の講演がありました。

１年に一度の大きなイベントである地区大会に２,７００名

ものロータリアンが参加して開催されました。

２７６０地区 83 クラブ 会員 ４、８９６名、そして世界で

は 34，000 クラブ 会員１２８万人のロータリアンが、ポ

ール・ハリスの創始したロータリークラブの親睦と奉仕の

理想のもとに活動していることが改めて確認できると思

います。

ニコＢＯＸ
西川会長 明日が誕生日で７３歳になります。お祝いの

ワインをありがとうございました。

藤田さん 会員の皆様！いつも「カンボジア支援」ありが

とうございます！！

若原さん 大須ロータリークラブとの合同ゴルフコンペに

ご参加頂き、ゴルフ会の皆様にはありがとうございまし

た。

●本日は「カンボジア事業訪問報告」です。国際奉仕委員

長の亀井克典さん、宜しくお願い致します。

加藤幹事、田中、岩田、矢野、和田、立石、後藤、川原、

磯部、松本、高山、吉田（敬称略）

亀井さん カンボジアでは、西川会長ご夫妻、藤田前会

長、加藤幹事様に大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。

松尾さん 宮崎、楽しかったです。矢野さん、皆様、ありが

とうございました。

大岩さん 会長と吉田さん、イシノマキ行おつかれさまで

した。

本日合計 ３９，０００円

フィリピン台風被害義援金

フィリピンへの義援金を集めて地区に送金致します。ご

協力をお願い申し上げます。

本日合計： 5,000 円（累計：25,000 円）

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎１２月 ５日（木）第 ８８３ 回例会    年次総会

◎１２月１２日（木）第 ８８４ 回例会     外部卓話

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



国際奉仕 委員会卓話

「カンボジア事業 現地視察報告」

国際奉仕委員長 亀井克典

ハイライトよねやま 164号

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）

寄付金速報＝米山月間へのご支援に感謝！＝

10 月までの寄付金は前年同期と比べ 2.3％増、約 1,150 

万円の増加となりました。8～9 月は低調だったものの、

10 月には100 万円以上のご送金をいただいたクラブが

19 クラブ、計 2,900 万円（前年度は 18 クラブから計

2,300 万円）となったほか、3 名からそれぞれ 100 万円

ずつの大口寄付をいただきました。その結果、普通寄付

金が 1.3％増、特別寄付金が 3.0％増と、一気に増加へと

転じることができました。米山学友を含め、多くのロータ

リアンの方々からのご寄付に心より厚く御礼申し上げま

す。上期も残り 2 カ月を切りましたが、今後とも引き続き

ご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

2014 学年度奨学金 申込み状況

2014 学年度の米山記念奨学金（学部・修士・博士課程

／地区奨励）には、指定校 531 校（昨年度 500 校）から

1,296 人（同 1,490 人）が推薦されました。

被推薦者の国籍・地域別割合は、中国が 59.5％(前年度

比▲1.9％）、韓国 13.6％(▲1.1％）、台湾 4.3％(＋1.1％）、

その他が 22.6％（＋1.9％）となり、前年に引き続き中国・

韓国の割合が減少し、台湾およびその他の国籍が増加

しました。その他の国籍で多かったのは、ベトナム、マ

レーシア、モンゴルでした。課程別では、博士課程が

21.1％(▲2.2％)、修士課程 41.7％(▲1.3％)、学部課程

35.6％(＋3.1％)で、学部生の割合が一層増加しています。

また、大学以外の教育機関を対象とする「地区奨励奨学

金」は、6 地区 10 校から計 19 人の応募がありました。

上記とは別に、現役奨学生の延長制度「クラブ支援奨学

金」には 9 地区13 クラブから、また、試行2 年目となる

「海外応募者対象奨学金（個人応募）」には、94 件の応

募（採用枠は 15 地区最大 3 人）がありました。

11 月中旬から、各地区へ応募書類を発送し、1 月下旬

までに地区選考委員会による書類選考・面接試験が実

施され、2 月中旬には新規採用者 544 人（2013 年 11 

月現在）が決定します。

ネパールに米山学友会が誕生！！

ネパールの首都・カトマンズ市内で、10 月 19 日、ネパ

ール米山学友会の創立総会が開催されました。海外米

山学友会としては、台湾、韓国、中国、タイに続いて5 番

目です。

当日は、ネパールの米山学友 15 人、日本のロータリア

ンや関西米山学友会役員ら 11 人のほか、浜田清彦在

ネパール日本国大使館一等書記官ら来賓を含む約 40 

人が出席。初代会長には、スレス・ダス・シュレスタさん

（1994-96／大阪天王寺ＲＣ、現在カトマンズＲＣ会員）、

副会長には、ビジャヤ・パントさん（1995-97／広島東

南ＲＣ）、そのほか5 人の役員が選任されました。スレス

会長は「米山記念奨学金のおかげで、ネパールには農

業をはじめ各分野のリーダーとして活躍する学友が大勢

います。今後は全員と連絡を取り合い、一丸となって日

本とネパールの懸け橋となるよう頑張りたい」と、抱負を

語りました。


