
第 2025 回例会 

11 月 12 日 №17 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           石田 康之氏（財団学友） 

              

財団学友     

      本日は卓話の機会を頂きまして、誠に有難う

ございます。私は、財団の国際親善大使奨学生

として、ウェールズ大学アベリーストウィス校

に留学する機会を頂きました。それからインド

のジャワハルラル・ネルー大学大学院の博士課

程を経て、日本とインドの関係など外交・国際

問題の調査や研究に関わってまいりました。本 

     日は、インドと日本の協力関係を促進すること

の重要性についてお話ししたいと思います。 

「群盲象を評す」という言葉のように、巨象と

いえるインドは複雑な多様性があり、理解が難

しいと思います。ただ国際社会でグローバル・

パワーとして台頭するインドの動向は、日本の

大切な友好国として、もっと注目していく必要 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       佐藤 省三氏 

             

石田 康之 

があると思います。 

  近年、日本とインド関係は急速に発展してお 

り、「自由で開かれたインド太平洋地域」にお 

ける日・印協力が急速に発展しております。 

経済面でも人的・学術交流の面でも、交流が 

以前よりは活発化していますが、日本と中国と 

の交流に比べると、非常に大きく遅れていて、 

人的交流もまだまだ未発展な段階にあります。 

インドにおける世論調査で明らかなように、 

インドは特別な親日国で、日本と日本人に対す 

る信頼と期待は特別に大きいのです。 

ロータリーでは国際親善や人的交流の活動を 

しており、アジアの親日国であるインドの交流 

の活性化と相互理解を深めることで、日印協力 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

関係を強化していくことが期待されます。インド

は自己主張が強く、多様性のある国で、日本とは

対極的な国かもしれませんが、日本でも外国人労

働者の受け入れやグローバル化が進む背景で、イ

ンドの持つ多様で、異質なものを受け入れる包容

力や寛容性から学ぶことができると思います。 

 

＜地区平和フェロー・奨学金委員＞ 佐藤 省三 

本日は「財団月間」の卓話で、財団学友の随行

員としてお伺いしました。財団には３つの奨学金

があります。 

    ①平和フェロー奨学金 

    ②グローバル補助金－奨学金 

    ③第２７８０地区補助金－奨学金 

財団のプロジェクトは全て、皆様からの寄付金 

    で賄われており、1 人 200 ドルの寄付金の内、約

70 ドルが人材育成に使われていますので、寄付の 

ご協力を宜しくお願い致します。（概要にて掲載） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお花は「シクラメン」を紹介させて頂き

ます。お正月の話はまだ早いですが、シクラメン

を見ると、お正月が近い気がします。 

シクラメンの原産地は、 

地中海沿岸です。例えば、 

パレスチナ、シリア、トル 

コ等です。和名があり「豚 

のマントウ」、「篝火花（カガ 

リビバナ）」です。お花が咲く 

時期は 11 月～3 月で、色は赤、ピンク、白は一般

的ですが、近年は紫色や黒っぽい色も品種改良に 

 

 

 

より出てきました。花言葉により、シクラメンは 

病院へのお見舞いには、あまりお勧め出来ません。  

ですが、家に飾ると家族の絆が深まるお花と言わ 

れています。 

 先週 11 月 9～11 日に、中国・大連に当クラブ 

が世話クラブとして担当しました米山奨学生の張 

さんに会いに、カウンセラーを務めた阪西さんと 

最住さん、私・横溝３人で行ってきました。日本 

で学んだ知識を中国で活かして、元気な姿で大変 

充実している張さんを見て、私達もとても嬉しく 

思いました。  

今は大学にある「盲導犬訓練センター」に勤め 

ながら、自宅で柴犬を育てながら増やして、販売 

もされていて、柴犬は中国で人気があるようです。 

 犬の話になると、生き生きと語る張さんを見て 

米山奨学会制度の素晴しさを実感しました。忙し 

い中で、私達を 2 日間も大連を案内して頂きまし 

て、本当に感謝しております。 

 先日、千曲川ＲＣに台風 19 号のお見舞いのメ 

ールをしましたところ、昨日、千曲川ＲＣの関会 

長から返信を頂きましたので、紹介致します。 

「この度の台風 19 号の災害に際しましては、御 

心配をおかけしておりますが、会員の家、会社等 

には停電等（2～3 日）あったものの、直接の被害 

はありませんでした。尚、千曲川ロータリークラ 

ブとしては佐久市、佐久穂町に支援金を 100 万円 

ずつ送り、一日も早い復旧をお願いしてまいりま 

した。雑筆ではございますが、現状をお知らせ致 

します。」 

 被害地のクラブとして大変ですが、それぞれに 

100 万円ずつの寄附をされたことは、本当に素晴 

らしいことだと思います。 

 次に、先月 10 月 5 日に開催した「卓球教室」 

ですが、10 月 17 日のタウンニュース紙に掲載さ 

れました。少し時期が遅くなってしまいましたが、 

本日コピーを持参しましたので、ぜひご覧下さい。 

 また、先週配られた「ガバナー月信№４」の 4 

ページに、当クラブの最住パスト会長年度に推薦 

しました、グローバル補助金奨学生の山本一真さ 

んの論文を掲載されています。アフリカの最貧国 

ルワンダでの現状などですが、皆様もぜひ読んで 

みて下さい。 

 



 

 

 

 

●佐藤 省三君（相模原西ＲＣ） 

 財団学友の卓話を依頼頂き、有難うございます。 

 卓話者の石田さんの随行員として参りました。 

 皆様のご理解ご支援宜しくお願い申し上げます。 

    ●横溝会長、田後幹事 

①財団学友の石田康之様、ゲスト卓話楽しみにし

ています。宜しくお願いします。 

②地区平和フェロー・奨学金委員の佐藤省三様、

お役目お疲れ様です。 

●川合 貞義会員 

日中交流協会で姉妹都市・中国無錫市へ 12 名

で 4 日間、訪問してきました。市長の親書を手

渡し、全員無事に帰国。無錫市長のメッセージ

で、相模原市民の皆さんに宜しくとの話があり

ました。 

●横江 利夫会員 

娘が交換留学生に合格しました。メキシコとの

事です。皆様のご協力のお蔭です。来年、メキ

シコ行くかな～？ 本当に有難うございまし

た。グラシアス！ 

●中里 和男会員 

結婚記念日祝を戴き、有難うございました。 

お蔭様で二人共、元気に 54 回目を迎えました。 

    ●瀬戸 裕昭会員 

①ゲスト卓話でお越しの財団学友の石田様、宜し 

くお願い致します。 

②地区平和フェロー・奨学金委員の佐藤様、ご苦 

労様です。宜しくお願い致します。 

③結婚記念日祝を戴き、有難うございます。31 年 

目に突入です。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の横江さん、中里さん、瀬戸さん、 

おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の石田さん、佐藤さん、宜しくお願 

いします。 

●櫻内 康裕会員 

①ゲスト卓話の財団学友、石田さん宜しくお願い 

 します。佐藤地区委員、ご苦労様です。 

②横江会員、娘さんの青少年交換留学生の決定、 

 おめでとうございます。 

 

 

 

●佐々木 敏尚会員 

石田様、佐藤様、ようこそお越し頂きました。 

本日は卓話を宜しくお願い致します 

●大井 達会員 

①卓話の佐藤様、石田様、本日はお越し頂き有難 

うございます。 

②11 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①学友の石田さん、卓話宜しくお願いします。 

 また佐藤さん、お疲れ様です。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

横溝会長、阪西さんと元米山奨学生の張さんに 

会いに大連に行って来て昨日帰ってきました。 

張さんは元気で仕事がとても楽しいそうです。 

私達も張さんのお蔭で楽しい旅行ができました。 

●藤原 利夫会員 

①財団学友の石田様、奨学金委員の佐藤様、よう 

こそいらっしゃいました。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①石田様、佐藤様、本日の卓話よろしくお願いし 

ます。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月の結婚記念日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

②本日の卓話、ありがとうございます。よろしく 

お願い致します。 

    本日のスマイル額  １９，０００円 

    今年度の累計額  ３０６，４００円 

 

＜委員会報告＞ （要約にて掲載） 

〇財団寄付のお願い   豊岡財団・米山委員長 

 今月から、ロータリー財団の寄付金を集めさせ 

て頂きます。私がロビーにいたら、寄って下さい。 

〇次年度について     佐々木会長エレクト 

 今月、指名委員会にて次年度理事役員候補者の 

選出を行いますが、もし次年度に地区より委員長 

などのお声が掛かっている方がいましたら、次年 

度組織の構成にあたり、配慮したいと思いますの 

で、私か事務局まで申し出頂ければと思います。 

 

 

                                                                                         

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度 2020～21 年度地区補助金プロジェクト

要項と申請書を地区 HP にアップロードの件 

 申請書提出期間：2019 年 11 月 1 日～2021 年 

3 月 31 日 
②地区インターアクト委員会・アクターズミーテ

ィング開催のご案内 

     提唱クラブにはご出席をお願い致します。 
     日時：11 月 16 日（土）13:30～委員会 場所：

第一相澤ビル 登録締切：11 月 12 日 

③第７回日台ロータリー親善会議 福岡大会の 

ご案内 

     日時：2020 年 3 月 6 日（金）14:00 開会 17:30

～晩餐会 場所：ホテルニューオータニ博多 

登録料：22,000 円 登録締切：11 月 29 日 

④ポリオ撲滅チャリティーコンサート「音楽の花

束」と、チケット取扱いについて（詳細は回覧） 

     この度、チャリティーコンサート開催を企画し

ました。チケット代は無料になりますが、ポリ

オ及び年次寄付額に応じ、配布させて頂きます。 

     日時：2020 年 4 月 5 日（日）13:45～16:00 

場所：茅ヶ崎市民会館 

○ご寄付とチケット枚数（対象期間 2019 年 7 月

～2020 年 6 月末） 

    ・ポリオ寄付 １人当り 40 ドルで１枚（複数枚

数希望の方は 10 ドルごとに１枚） 

 ・年次寄付 ポールハリスフェロー（1000 ㌦）、

メジャードナー（累計で１万㌦）、大口寄付      

（一度で１万㌦）はご希望枚数。 

 ⑤2020～21 年度青少年交換学生選考結果ご連絡 

  貴クラブから推薦頂きました、横江莉音さんは

次年度メキシコ派遣の地区候補者に決定しま

したので、カウンセラーの選出をお願いします。 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 
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・横江 利夫会員 １１月１１日  

・中里 和男会員 １１月１２日 

・瀬戸 裕昭会員 １１月１９日 

 

例会プログラム 

１１月１９日卓話 阿部 毅会員 

   ２６日夜間例会・オリエンテーション 

       18:30 点鐘「市民会館」 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  河野 崇 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大槻 実会員 

ゲスト   佐藤 省三君（相模原西ＲＣ） 

       地区平和フェロー・奨学金委員 

      石田 康之君（財団学友） 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、大槻  実 

平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 28 名） 事前メイク者 
３６名 ２７名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/20) 
５名 ８４．３８％ ７８．１３％ 


