
第 1012 回 例会 Ｎｏ．１２ 平成２８ 年１０月６日 (木)

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４７名中２９名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

■ ゲスト

６５.９１％   出席計算人数４４名

９月２２日 祝日

地区米山記念奨学委員 磯部徹さん

米山学友 ｱｯﾀﾅﾔｶ･ﾌﾟﾘﾔﾝﾃｨｶさん

会長挨拶                   

皆さん、こんにちは。

前回は、ガバナー公式訪問ということで３ＲＣ合同の例会

でした。ガバナーより、かなりわかりやすくこれからのロー

タリーの方向性をプレゼンして頂き、本当によく理解できま

した。また、合同例会でわかったことは当クラブはやはり

人数が足らないということです。ガバナーからも増強につ

いて指導頂きました。質の良い増強を目指して皆さんのご

協力をお願い致します。みなとロータリークラブの実施例

を参考にさせていただき、ロータリークラブ例会お楽しみカ

ードというのを作成しました。紹介者欄に皆さんのお名前

を書いて頂き、これはと思われる方にお渡し下さい。その

方がそのカードを持参されれば、そのまま例会に体験参

加していただけます。お一人一枚お渡し致しますのでどう

ぞ活用ください。

先日、新たな規約のもとにゴルフ例会を開催しました。近

年のゴルフ例会は規約が反映されていませんでしたので、

これからは初心に戻りしっかりとした運営をしていきたいと

思っています。次回は１２月１５日に涼仙ＣＣにて開催しま

すので、多数のご参加をお待ちします。

１０月の祝福
誕生日 結婚記念日

5 日 永井さんご夫人

6 日 川原さんご夫人

10 日 後藤敞さん、水野さん

14 日 上野さんご夫人

15 日 安藤さん 上野さん

17 日 宮﨑さんご夫人

18 日 田島さんご夫人 林さん

22 日 矢野さんご夫人

24 日 松本太一さん

26 日 伊藤さん

27 日 石井さんご主人

ニコＢＯＸ
●本日は米山月間に因み、地区米山委員の磯部徹さん

より米山記念奨学会の紹介、米山学友のアッタナヤカ・プ

リヤンティカさんより近況報告をお話頂きます。どうぞ宜

しくお願い致します。 森田会長、成田幹事、小原、岩田、

安藤、上野、永井、今村、山﨑、田島、水野、堀江、亀井、

立石、河原、宮崎、後藤、田中、十文字、有沢（敬称略）

大塚さん 私の持ち家の斜め対面に有る高さ約４～５メ

ートルの金色観音像にポケモンが出現したため、ヒマ人

が車で多数集まり、門扉を壊されました。（犯人逃亡）

任天堂の商品は一切買いません。

松尾さん ゴルフ会で初めて優勝させて頂きました。連覇

目指して練習します。

磯部さん プリヤンティカさん、久しぶりです。

●期初委員長就任祝、出席祝  十文字さん

本日合計 ６０，０００円

幹事報告                    成田勝彦

１．次週例会は休会に変更となりました。また、２０日は「秋

の家族会」、２７日は「ワールドフードフェスタふれ愛例

会（22日）」に変更されていますので、お間違えのないよ

うお願い致します。

米山月間に因んで

地区米山記念奨学委員  磯部 徹

アッタナヤカさんのお話を伺う前に、米山奨学会の活動を

理解していただけるよう、紹介ビデオを流しますのでご覧く

ださい。

米山学友 卓話

「近況報告」

アッタナヤカ・プリヤンティカ

奨学期間を終了してもう６年になりますが、まるで昨日の

ように思い出します。こちらでお世話になった２年間は大

変助かりましたし、またたくさんご迷惑もおかけしました。

カウンセラーという言葉ではきっと想像が出来ないと思

いますが、私たち外から来る学生にとっては、カウンセ

ラーは本当に頼りになり心の支えとなって下さり、どうい

う風に説明したらわかっていただけるかわかりませんが、

日本の優しい心があらわれている立場の方々です。去

年、スリランカにもやっと米山学友が設立されましたので、

私も次回帰国した時に出来る限りの協力をしてご恩返し



したいと思っています。

現在の私の仕事は、裁判所や検察・警察・入国管理局で

翻訳・通訳に携わっています。入国管理局で感じますこ

とは、2020 年には海外からの奨学生受け入れ人数を 30

万に増やそうと計画されていますが、奨学金をもらえな

い人は仕事をしなければなりません。仕事をすれば当

然勉強をする時間が削られ、大変苦労することになりそ

して学業についていけなくなります。最近では難民申請

をしてビザを取得する風潮も出てきました。米山奨学金

を頂ける事は本当に助かって恵まれた環境ですが、そ

の恩恵をうけれる学生は奨学生全体のほんの一部です。

米山奨学生となれたことに心から感謝をしています。

第４回 理事会議事録

平成２８年１０月６日（木）12：00～

名古屋クレストンホテル 例会場

出席者 森田、永井、田島、岩田、亀井、上野、川原、

恵利、立石、安藤、川原、磯部、成田、武山

議題

１．11 月例会プログラム変更の件

２．その他

ジョンＦ．ジャームＲＩ会長メッセージ１０月

（ロータリーの友ウェブより抜粋）

「最後の闘い」

親愛なるロータリアンの皆さん、1979 年、当時、国際ロ

ータリー（ＲＩ）会長だったジェームス Ｌ. ボーマーＪｒ. 氏が

フィリピンに赴き、子どもたちにポリオ予防接種を行いまし

た。これは、ロータリーのポリオとの闘いの最初の活動で

す。会長が赤ちゃんの口にワクチンをたらすと、彼の注意

を引こうと、彼のズボンを引っ張っている子どもの手に気

づきました。ボーマー会長が見下ろすと、赤ちゃんのお兄

さんが、会長を見上げて真剣な表情で言いました。

「ありがとう。ロータリー、本当にありがとう」

ロータリーがポリオ撲滅に取り組み始める以前は、毎年

35 万人がポリオによるまひを発症し、そのほとんどが子

どもでした。このフィリピンの子どもは、ポリオがどんな病

気であるか、そしてロータリーが自分の小さな弟のために

何をしてくれたかをはっきりと理解していました。ポリオプ

ラスに着手してから 31 年がたった今、フィリピンの子ども

たち、そして世界中のほぼすべての国の子どもたちは、ポ

リオという病気やその恐ろしさを知ることなく成長していま

す。過去には毎日 1,000 件のポリオが新たに発症してい

たのが、現在では平均すると 1 週間に 1 件未満となりま

した。しかし、ポリオへの恐怖心が弱まると同時に、この病

気への注意も弱まっています。今こそこれまで以上にポリ

オへの意識を高め、ポリオ撲滅を最も重要な公的アジェン

ダに置き、政府の取り組みの優先事項とすることが非常に

大切です。ポリオ撲滅の取り組みがまだ終わっていないこ

と、そしてロータリーがポリオ撲滅のために今もなお取り

組んでいることを、世界に知ってもらう必要があります。

ロータリーは 10 月 24 日の「世界ポリオデー」を記念し

て、ポリオへの意識を高め、ポリオ撲滅に必要な基金を募

ります。皆さんには所属クラブ、地域社会、オンラインでの

イベント開催によるご協力をお願いいたします。アイデア

や資料は、endpolio.org/ja/worldpolioday からダウンロード

いただけます（日本語）。また、同リンクから皆さまのイベ

ント登録をすることができます。私を含む数万人のロータ

リアンとともに、アトランタのアメリカ疾病対策センター（ＣＤ

Ｃ）本部で午後 6 時（アメリカ東部標準時／日本時間の 25 

日午前8 時）にライブで配信される世界の最新動向をご覧

ください。ＣＤＣ所長のトム・フリーデン氏、その他の専門家、

素晴らしい講演者とともに私も参加し、ポリオ撲滅に関す

る科学、パートナーシップ、人間ドラマなどの内部事情を

お伝えします。

当日はロータリアンにとって大変素晴らしい時間となるで

しょう。私たちは、ポリオプラスの終わりとポリオのない世

界の始まりに向けて、最後の闘いにより一層力を注いでい

ます。これは、「人類に奉仕するロータリー」によってポリ

オ撲滅を達成する、まさに人生に一度のチャンスです。

ゴルフ会報告

2016 年 10 月 5 日（水） 四日市ＣＣ 10：07 スタート

GROSS ＨＤＣＰ NET

松尾 雄二郎 103 35 68

林 昌義 101 30 71

永井 克昌 94 20 74

成田 勝彦 101 25 76

森田 正樹 90 13 77

矢野 雄嗣 78 0 78

岩田 宏 108 29 79

堀江 俊通 111 31 80

高山 進 106 25 81

川原 弘久 108 26 82

古川 進 103 21 82

恵利 裕司 116 29 87

中嶋 俊博 119 30 89

後藤 敬 128 36 92

山﨑 彰子 138 40 98

宮崎 憲治 137 36 101

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎１０月２０日（木）第 1013 回例会 例会変更

「秋の家族会＝歌舞伎鑑賞＝」市民会館 16：00～

◎１０月２２日（土）第 1014 回例会 例会変更

「ワールドフードふれ愛例会」 10：30～

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


