
第 2026 回例会 

11 月 19 日 №18 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              

     

     ①台湾（累計学友総数 3505 名、学友会登録数 

500 余名、登録率 約 14％） 

・訪問を始めたきっかけ 

30 数年前に当クラブでお世話をした米山奨学 

生：台中文心 RC 初代会長の郭錦堂先生が、2012

年に麻布大学研修員として、一年間の短期留学

をされ、帰国時に台中を訪問すると言う私との

個人約束がスタートでした。 

2012 年 10/3（水）、単独で台中文心 RC 例会

にメイクアップし、郭先生他 4 名の米山学友出

身を含めたロータリー会員に大歓迎して頂き、

訪問して来ました。身近に日本語を話す 5 名の

学友出身の存在感は、20 年間近く韓国龍仁 RC

の連絡担当をし、打ち合わせのため、年に数回 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             

阿部 毅 

韓国訪問をしてきた私にとっては、どれだけ居 

心地の良さを感じたか計り知れません。何度か 

の国際大会の参加を体験して、言葉のコミュニ 

ケーションがとれない苦い経験から、体感でき 

たのかも知れません。今もって、せめて英語ぐ 

らいは流暢に話せたらと思う日々です。 

・「友好クラブ」に至るまで 

その後、一度の単独訪問と、2013 年 3/6（水） 

には 6 名で、2015 年 3/15（水）にも 6 名の会員 

有志による親善訪問、以後は藤原会員と 2 名で 

の訪問を繰り返す中から、郭先生と当クラブと 

の深いご縁から、どちらからともなく「友好ク 

ラブ」への提案が話題となり、双方の理事会で 

具体的な詰めをしながら提案をまとめました。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

承認を得た後に、当クラブ 40 周年、台中文心

RC10 周年に合わせて「友好クラブ」が 2017 年 4

月と 5 月の相互訪問で締結に至りました。 

   個人的な訪問を機に、まさか「友好クラブ」締 

結にまで発展するとは思いもよらず、米山学友の

流暢な日本語でのコミュニケーションに助けら

れながら、まさかこんな深いご縁に至るなど思い

もよりませんでした。 

 もちろん当クラブ会員の国際交流への前向き

な姿勢に加えて、「友好クラブ」への理解無くし

ては達し得なかったと確信しております。 

    ・台湾米山学友会立上げの経緯 

台湾学友会は 36 年前の 1983 年に、昨年の地区

大会で特別記念講演をして頂いた徐重仁氏（台湾

セブンイレブン創設者）と学友仲間で立ち上げた

海外最初の「学友会」です。 

現在、登録会員は約 500 有余名で、例年 12 月

前後に総会を開催。近隣の東南アジア地域の米山

学友に加え、日本からのロータリアンも多数参加

し、活気のある順調な成長が感じられます。 

当クラブの 40 周年記念式典で特別講演をして

頂いた阮充恭氏は第 4代理事長を務められました。

歴史ある本会の理事長に、当クラブで米山学友と

してお世話した郭錦堂先生が昨年、学友会 35 周

年記念総会で選出されました。 

郭先生が理事長としての最初の総会が、先般も

報告しました通り、11/30（土）台北市で開催さ

れます。2021 年 6 月 12～16 日にロータリー国際

大会が台北で開催されるに当り、米山学友会世界

大会を 500 名参加の目標で、同時開催を実施する

計画です。当クラブからも国際大会への大勢の参

加で、郭先生の率いる台湾米山学友会を応援して

いければと願っております。 

    ・米山学友が中心となり立ち上げた「台中文心 RC」 

     台中文心 RC は、郭錦堂先生ほか米山学友が中

心となって 2007 年 3 月 16 日に設立されました。

台北市には、それより遥か先輩格の米山学友が基

軸となって設立された「台北東海 RC」があります。 

 この RC の大きな特徴は例会が終始、日本語で

行われていることです。私も今まで 3 回ほどメイ

クアップしましたが、日本からのビジネスや観光

で来たロータリアンが、気楽に参加できることで 

 

 

 

評判のクラブです。ぜひ皆さんもご利用されては 

いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タイ（累計学友総数 341 名、学友会登録数 79 

名、登録率 約 23％） 

・訪問のきっかけ 

2015～16 年度、米山記念奨学会委員長を務め 

させて頂いた事がきっかけでした。米山月間の卓 

話時に、本部作成の米山奨学会の PR ビデオを借 

用した際、タイ米山学友会を立ち上げた学友 3 名 

の紹介がありました。個人的には、バンコクに 20 

年近く家族ぐるみの親しい友人がおり、相互の祝 

い事などで年 1～2 回の割合でタイを訪問して来ま 

したが、学友会の存在を認識してから、少し視点 

を変えて、この中に紹介されている 3 名の学友に 

バンコク訪問時に会うことを思いつきました。 

 



 

 

     子供は親の背中を見ながら育ち、乗り越えて、 

成長していくものです。正に学友は自国に帰って 

大きく羽ばたいてくれております。私は上記の３ 

ヵ国の米山学友を訪ね歩きながら、多くの学びを 

体験できたことが最大の喜びでした。 

ご清聴ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は報告事項が多いため、お花の紹介は割愛 

させて頂きます。 

11 月 15 日「公共イメージ・奉仕プロジェクト

合同セミナー」があり、ご出席された最住国際奉

仕・職業奉仕委員長と櫻内社会奉仕・青少年委員

長にはお疲れ様でした。 

私は 11 月 16 日「地区インターアクト委員会」

に参加させて頂きました。当クラブの豊岡会員は

地区副委員長ですので、13：30～18：00 まで出席

し、その間に委員会、地区インターアクターズミ

ーティングがあり、生徒達が年末の台湾海外研修

旅行のためのダンス練習などがありました。豊岡

副委員長にはお疲れ様でした。 

    ＜11 月 12 日第 5 グループ会長幹事会の報告＞ 

〇11 月 23 日にインターアクト年次大会があり、

相模原グリーン RC が担当クラブです。 

〇12月1日にローターアクト年次大会があります。 

〇12 月 7 日に「新会員の集い」がありますが、参 

加人数が少ないようです、当クラブでは私 1人 

参加しますので、また報告させて頂きます。 

〇「ポリオ撲滅チャリティーコンサート」が 2020 

年 4 月 5 日開催されます。場所は茅ヶ崎市民会 

館大ホールで、座席数は 1380 席です。当日は、 

コンサートの前に、ポリオプラス委員会の小沢 

 

 

 

一彦氏がスピーチされます。チケットは財団へ 

の寄付金額により貰えます。 

〇2020 年～21 年度 青少年交換学生選考試験結果 

は第 5 グループでは当クラブ推薦の横江莉音さ 

んに決定しました。横江会員のお嬢さんで、留 

学先はメキシコです。 

交換学生ですので、次年度は当クラブも受入れ 

となりますが、横江会員からは申し出を頂きま 

した。皆様の中でどなたか可能でしたら、ぜひ 

宜しくお願い致します。 

〇会員増強ですが相変わらず、当クラブだけがマ 

イナスになっていますので、皆様にはご推薦を 

宜しくお願い致します。 

〇12 月 11 日「第 5 グループ親睦ゴルフコンペ」 

があります。参加人数が少ないようで、できれ 

ば中クラブから、あと 2 人をお願いしたいとの 

ことです。 

〇寄付金ですが、10 月は米山寄付、11 月は財団 

寄付となり、米山寄付金は目標達成まであと少 

しです（あと約 3 名で 6 万円ほど）。まだ未納 

の方は宜しくお願い致します。 

〇台風義援金について。日本各地に大きな被害が 

 発生しました。地区から 1 人 1500 円の義援金 

依頼があり、理事会決定により計 54,000 円を 

奉仕会計より送金しましたが、当市の津久井地 

域でも大きな被害が出ていて、亡くなられた方 

もいますし、現在も普通の生活に戻れない方も 

多くおられます。 

栗林ガバナー補佐より、ガバナー補佐会議で第 

5 グループが単独で義援金を集めても良いとの 

結果が出ましたので、各クラブで目安として 15 

万円以上の義援金を支援することになりました。 

中クラブの会員数で計算しますと、強制ではあ 

りませんが、1 人 5 千円位を募金して頂ければ 

と思います。12 月の会長幹事会で集金して、困 

っている方々にお届けする予定です。ご協力を 

宜しくお願い致します。   

 

＜委員会報告＞ 

〇指名委員会より        黛指名委員長 

本日の例会終了後、次年度理事役員選出のため 

の打合せを行いますので委員の方はご出席下さい。 

 

 

                                                         

 

 

 

    ●横溝会長、田後幹事 

①入会記念日祝の藤本会員、おめでとうございます。 

②阿部会員、卓話宜しくお願いします。 

③台風 15 号、19 号被害の募金、お願いします。 

●阿部 毅会員 

①入会記念日祝の藤本会員、おめでとうございます。 

②久し振りの卓話です。宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝の藤本会員、おめでとうございます。 

②卓話の阿部さん、よろしく。 

    ●金沢 邦光会員 

     先日、頭にくることがあったので、久し振りに 

     献血をして、気を静めてきました。身近な社会 

     貢献です。皆様もぜひ！特に血の気が多い方は 

     おすすめです！ 

●阪西 貴子会員 

①11 月お祝の藤本さん、おめでとうございます。

②卓話の阿部さん、よろしくお願い致します。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日、入会記念日祝の藤本さん、おめでとうご 

ざいます！ 

●最住 悦子会員 

①藤本さん、入会記念日祝おめでとうございます。

②阿部さん、卓話楽しみにしています。 

③フィリピンへ行く皆様、お気をつけて。 

●大井 達会員 

①阿部会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

②藤本会員、入会記念日祝おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①阿部会員の卓話、楽しみにしています。 

②藤本会員、入会記念日祝おめでとうございます。 

 

 

●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 

 

 

 

●竹田 繁会員 

①阿部会員の卓話、楽しみにしています。 

②藤本会員、入会記念日祝おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

①本日卓話の阿部会員、宜しくお願い致します。 

②入会記念日祝の藤本会員、おめでとうございます。 

本日のスマイル額 １２，０００円 

 

 

 

・藤本 恵介会員 

      ２０１５年１１月１７日 

      

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

 ありません 

例会プログラム 

１１月２６日夜間例会・オリエンテーション 

       18:30 点鐘「市民会館」 

１２月 ３日年次総会「次年度理事役員の発表と 

       承認」担当：会長、指名委員長 

      定例理事役員会 

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  瀬戸 裕昭ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員 

 

 

 

 

 

 

 

●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 ２６名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/5) 
６名 ８１．８２％ ８０．０％ 



 

    

早速、2 名の代表スタッフにメールをしました 

ところ、快く流暢な日本語で歓待する旨の返事が

来て、年甲斐も無く喜び舞い上がったことは忘れ

られません。 

     2016 年 3/13 日、バンコク市内で開催の「タイ

学友会総会」に藤原会員と共に出席しました。会

員登録 65 名の内、チュチカン・テプサン会長以

下 17 名が出席、ビチャイ・ラクタル元 RI 会長

（2002～03 年）、秘書の智恵美セブンソン、小沢

米山奨学会理事長、岩邊事務局長、日本からの RC

会員 4名が加わり、終始なごやかな雰囲気でした。 

・タイ米山学友会の経緯＆活動 

タイ米山学友会は、バンコクで国際大会が開催

された 2012 年に設立されました。学友会の登録

会員は約 79 名で、毎年 2～3 月に 20 名位の参加

者で総会を開催している。この会の特色は既に 90

才を過ぎた元 RI 会長のビチャイ氏が毎回元気で

出席されています。年間を通して、計画的に社会

奉仕活動を実行し、地域のロータリークラブとの

連携による地道な活動を継続している。 

毎年の総会に参加しながら、親しくなったワシ

ン幹事と個人的な親交を深めていく中で、2016 年

11/19 に学友 7 名との会食で交流を深めました。 

更に 2017 年 3/13 日、バンコク郊外での総会に

出席。米山学友会の活動報告を詳細に伺い、ペッ

チ新会長の元、RC との共同作業による奉仕活動を

摸索し、タイ山岳部「バーンターマカム小学校」

へのユースド靴 250 足と食料品支援のお届けが実

現しました。今回限りの単発奉仕でしたが、学友

会と共同作業の実績を遺せたことは成果でした。

（追記）今回の奉仕活動で、通訳と案内同行して

頂いた次年度会長イランド氏を中心に、学友会に

よる新 RC が設立準備中です。 ＜次ページへ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

③韓国（累計学友総数 4536 名、学友会登録数 

 は約 100 名、登録率 約 2.2％） 

    ・韓国米山学友会の経緯と活動 

     韓国米山学友会は、1984 年から有志により準備

に入り、会員間の連絡は継続的にとって来たよう

ですが、本格的な活動は 2013 年から組織化され

たものです。 

2016 年に正式な学友会を設立、親睦会や研修会

を開催し、先輩格に当たる台湾米山学友会を目標

に日本人留学生の受け入れを企画実行に移し、現

在まで 11 名の奨学生へ奨学金支援とカウンセラ

ーを実施した。今後とも留学生への奨学金支給を

継続しながら、近隣の学友会とも積極的な交流を

していく予定です。 

    ・米山学友会接触のきっかけ 

2017 年 10 月 4 日、友好クラブ：韓国龍仁 RC の 

全培錫 PP と呉泌善会長との定例会合の翌日、あ

らかじめアポ連絡をとっていた、韓国米山学友

会：全炳台会長及び 4名の役員スタッフと、ソウ

ル・世宗ホテルで面会した。2 年位前までは学友

会活動はあまり動きが無かったが、全炳台会長に

なり、組織が整備され活動に活気が出て、2016 年

には学友会設立総会で会を立上げると共に、米山

学友会を軸とした韓国米山 RC を設立、会長には

朴在泳米山学友会副会長が就任した。 

台湾学友会を目標とし、活動を続ける本会の今

後の活動に大きな期待を寄せたい。現在の米山学

友の登録者は約 100 名、今後の増員が期待される。 

    ・米山学友会との関わり 

2018 年 6/2 日、龍仁 RC:全培錫 PP の会食に藤

原会員と共に招待され訪問。ご家族と龍仁 RC 会

員 3 名を加えて行われ、この時、全培錫氏は血液

ガンに侵され、余命 1年を宣告されておりました。

かつての凛々しいお姿はそこになく、病気の深刻

さが感じられ、痛々しかったことが忘れられない。

（結果的には 2018 年、龍仁 RC の 40 周年記念式

典の翌月 11 月ご逝去。当クラブとの長年に亘る

友好に尽力された功労者を失う事となった。） 

     同日の夜、韓国米山学友会 7名との会食を行い、 

更に親交を深める中で、10/4 日の龍仁 RC40 周年 

 

 

 

記念式典の通訳を依頼、快く朴在泳韓国米山 RC 

会長と金周慧さんの 2名がお引き受け下さった。 

 2018 年 10/3 日、通訳を引き受けて下さった朴 

在泳氏と金周慧さんを囲んで、周年式典参加の当 

クラブ 7 名で会食を通して、親交を深めた。 

10/4 当日は通訳支援のお陰で問題なく、龍仁 

RC の記念式典を終了した。正に米山学友を通して 

「両国の懸け橋」の実現が成し得た一幕でした。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④卓話まとめ 

 現在「米山学友会」は日本に 33、海外に 9（台 

湾・韓国・中国・タイ・ネパール・モンゴル・ス 

リランカ・マレーシア・ミャンマー） 計 42 あり 

ます。ロータリークラブから発した学友との絆を 

絶やさず、ロータリアン側から声掛けをしながら 

「懸け橋」を奉仕活動に繋げてみては、いかがで 

しょうか？               ↗ 

 


