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本題の具体事例に関しては、一昨年（2019 年
11 月 19 日）に卓話させて頂きました。もとも
と旅行好きの私は、公私に渉り長年お付き合い

毅

アップを実現したことから、今日の卓話テーマ
の話が始まります。
初めての台中文心 RC への例会出席では、心の

をしてきたタイ・台湾・韓国の知人友人を訪ね、

こもった「おもてなし」で、思いがけない歓待

定期的な親交と旅行を楽しんできました。

を受けました。外国の例会で会話がスムーズに

そんな折、1984-86 年に米山奨学生として、

伝わると言う事は大きな喜びであり、豪華なご

当クラブがカウンセラー担当をしたのが、台中

馳走でもてなされるより、何よりも嬉しい事で

文心 RC を創設し、初代会長を務められた郭錦

した。米山奨学生出身者５人のロータリアンに

堂先生（台湾国立中国医薬大学教授）でした。

囲まれ、日本語での会話と通訳を受けての例会

2011-12 年、麻布大学へ一年間の研修留学で
再度来相され、当クラブとの交流が復活しまし

出席の喜びはひとしおでした。
20 年余りに亘って、韓国龍仁 RC の連絡担当

た。帰国時、郭先生との訪問約束を果たすため、

を経験し、言葉の壁に難航してきた私にとって

2012 年 10 月、単身で台中文心 RC 例会へメイク

は誠に居心地よいものでした。

①台湾米山学友会（正式には、
「中華民国 扶輪米
山会」
）との出会い
こんな経緯から、台中文心 RC にはこれまで 8

いる活動報告から、
「米山奨学制度」の存在意義
の素晴らしさを実感する場面に多く出逢いました。
タイでは、前回報告しました「空飛ぶシューズ」

回程の例会出席と、これに加えて総勢 120 余名の

に共同奉仕して貰い、ミャンマー近くの山岳民族

台湾米山学友と、日本と台湾から米山関係のロー

の学校に 400 足のリユースシューズをお届けし、

タリアンが集う台北での「台湾米山学友会総会」

素足の多い生徒達に大変喜んで頂きました。

には 2017 年 12 月以来、毎年参加させて頂き、交

＜２０１６年３月 タイ米山学友会総会＞

流の輪を広めてきました。
500 有余名の米山会理事長に、2019 年度より郭
錦堂先生が就任されました。帰国米山学友は、常
に友好的な心で「両国の懸け橋」になる活動を摸
索し、災害時の支援や日本人学生への奨学金供与
（年 5 名に 9 万円/月）や、職業奉仕を実現して
きました。台湾で最初の米山学友会を創設した、
台湾セブンイレブン創業者の徐重仁氏（2018 年
10 月当地区大会記念講演に招待）を筆頭に、政

③韓国米山学友会

界・産業分野・教育関連で多くの学友が活躍の輪

朴在泳副会長（韓国米山 RC 会長、Donwon 工科

を広めております。このような交流の機会に直接

大学教授）には、「龍仁 RC40 周年式典」の通訳を

立ち会わせて頂き、米山学友と交流できる機会と、 快く引き受けて頂き助かりました。同米山学友会
楽しい時間を体感させて貰いました。

＜2017 年 12 月台湾米山学友会 懇親会＞

では、台湾に学び 2016 年から日本人留学生への
奨学金供与がスタートし、既に 20 名に支援され
ました。全炳台会長の熱意ある活動が、今後の韓
国米山会を活性化に向けて発展するものと期待し
ております。
＜２０１７年１０月韓国米山学友会役員と面談＞

②タイ米山学友会
2015-16 年度、クラブＲ財団・米山委員長を担
当した折に、タイ米山学友の活動実態をビデオ卓
話したのを機に、2016 年 3 月の「タイ米山学友会
総会」に初めて参加、以後は毎年欠かさず、バン
コクでの総会に参加して来ました。
この年の総会には、2002-2003 年度 RI ビチャ

【終わりに】
日頃のロータリークラブ活動を通して、どのよ
うな奉仕であれ、自分の関心のある活動分野に視

イ・ラクタル会長と米山奨学会の小沢会長も参加、 点を定めて行動してみる事は、
「入りて学び、出
またとない機会でご挨拶させて頂きました。縁あ

でて奉仕する」というロータリアンの役割を実践

って奨学生という立場で、日本のロータリークラ

し、理解を深める上で必ずプラスに働くものと思

ブから巣立った若者が、タイ山岳貧困村の学校を

います。ささやかな私の実践を通して、一つの提

中心に日用品・文具・食料や医薬品支援を担って

案をさせて頂きました。

立候補予定の方は早めにお申し出ください。
〇2022 年 決議案提案について
10 月 13 日（水）に開催された「第 5 グループ

地区で 5 件の提案目標とのこと。因みに RI 定

会長幹事会」の報告を致します。尚、詳細な資料

款・細則・クラブ定款の条文変更を求めるのは

は事前にメールでお送りしました。

制定案、RI 理事会またはロータリー財団管理委

〇8 月末会員数、財団寄付、米山奨学会寄付

員会に決定を求めるのが決議案だそうです。

8 月末時点の会員数は、地区全体で 38 名増、第
5 グループでは、相模原 RC が 2 名増、南 RC が
2 名増、東 RC が 1 名増、かめりあ RC が 7 名増。

〇ヒューストン国際大会について
地区参加目標 70 人、12/15 日まで登録料 475 ㌦
〇奉仕デー実行委員会の報告

財団寄付は 11 月が財団月間ですが、当クラブ

ホタルの幼虫放流事業は、様々な制約があるもの

は恒久基金目標のベネファクター１名を既に

の実施予定です。ご協力よろしくお願いします。

達成。
年次基金の目標達成は平塚西 RC のみで、
1 人で 1 万ドルの大口寄付があったようです。
米山奨学会寄付は先週、当クラブ目標達成との
ことで、ご協力を頂き有難うございました。
〇10 月地域社会の経済発展月間及び End Polio
Now リソースのご案内
〇会員増強維持拡大委員会から資料提供
上記の 2 つの資料はメールをご確認下さい。
〇10 月 10 日ポリオ根絶＆コロナ終息祈願祭報告
当日の模様が 10 月 16 日、17 日に J:COM チャン
ネルで放映されました。
〇10 月 24 日世界ポリオデーのスケジュール予定
10:00～辻堂駅北口にて募金活動、
12:30～世界ポリオ根絶サミット開会セレモニ
ー・基調講演（アイクロス湘南 6 階）、
14:30～インドとのオンラインライブサミット
16:00～各グループキャンペーン映像放映／
YouTube 配信
18:00～エンドポリオナイト（テラスモール湘南）
〇今後のスケジュール
・第 1 回地区補助金説明会：10 月 16 日(土)14:00
～16:00
・クラブフューチャービジョンセミナー：12 月 4
日(土)13:00～17:30
・ローターアクト年次大会：11 月 23 日(火・祝)
から 12 月 12 日(日)に延期。
〇次年度ガバナー補佐について
第５グループＡはニューシティ RC の大隈秀仁
会員、Ｂは南 RC の杉﨑信一会員に決定。
〇ガバナーノミニー選出の件
地区指名委員会へ提出期限は 11 月 30 日ですが、

●田後会長、阪西幹事
①本日卓話の阿部会員、よろしくお願い致します。
②この２～３日すっかり寒くなりました。体調を崩しや
すい時季なので、皆様どうぞご自愛下さい。
●阿部 毅会員
①本日は 2 年振りの卓話をさせて頂きます。よろしく
お願い致します。
②衆議院選挙のスタートです。国政に夢と希望のある
人？を送りたいものです。
●田所 毅会員
阿部さん、卓話よろしくお願いします。
●小野 孝会員
阿部さん、卓話よろしく！
●佐々木 敏尚会員
本日の卓話、阿部さん、宜しくお願い致します！
●竹田 繁会員
阿部会員、卓話楽しみにしています。
●伊倉 正光会員
阿部会員、本日の卓話よろしくお願い致します。
●中里 和男会員
阿部さん、卓話楽しみです。
●冣住 悦子会員
阿部さん、卓話楽しみにしています。
●櫻内 康裕会員
卓話の阿部会員、宜しくお願いします。
●諸隈 武会員
阿部会員、今日は卓話楽しみです。よろしくお願い
します。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①会員増強・維持に関する卓話について
お申込み頂きました卓話について、下記メンバ
ーでお伺いさせて頂きます。事前に必ず卓話者
と打合せをして頂きますよう、お願い致します。
卓話日：11 月 2 日（火）例会 卓話者：地区増
強維持拡大副委員長：峯尾勝彦氏（綾瀬春日
RC）
、委員：関根正司氏（相模原グリーン RC）
②世界ポリオ根絶サミット in Ｄ2780」のご案内
当日はインドとオンラインで結び、インドにお

緊急事態宣言も解除され、コロナ感染者も減少して

けるポリオ根絶の経緯、現在、未来についてお

おり、当社の社員も全員、今月末にはワクチン接種が

話いただきます。会員皆様にもご視聴頂けます

終了予定です。これまで、夜の集まりもなかったのです

ので、下記にてお知らせ致します。

が、最近は増えて、お酒も飲めるようになりました。

日時：10 月 24 日（日）12:30～16:15 場所：

ですが、やはり時間制限もあって、二次会が無いので、

You Tube 視聴（登録は必要ありません。開催

家での宅飲みが多くなりました。皆さんと大勢で、飲む

日時になりましたらご視聴下さい）

のを楽しみにしていましたので、次週の夜間例会の実

２．国際ロータリー理事、辰野克彦氏（東京西 RC）

施には感謝です。

（概要にて掲載）

より日本経済新聞一面広告掲載のお知らせ
日本のロータリー100 周年を昨年迎えたことを
契機にロータリーの活動を PR するため、下記

１０月２６日「夜間例会」18:30 点鐘

敦煌

にて広告を行います。
10 月 22 日（金）日本経済新聞朝刊「全国版」
点

鐘

１２：３０

会

場

「敦煌」

諸隈Ｒ財団委員長

司

会

櫻内 康裕ＳＡＡ

来月１１月からの「財団月間」にあたり、寄付のお願

斉

唱

ロータリーソング「我等の生業」

いです。目標は１人当り、年次寄付２００ドルとポリオ

ソングリーダー 川合 貞義会員

＜委員会報告＞
〇ロータリー財団委員会

寄付４０ドルで、計２４０ドルになります。レート換算し
ますと、日本円で約３万円となります。来月より集め
させて頂きますので、ご協力宜しくお願い致します。

会

員

２７名
欠席者
２名

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●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

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２３名

１名

本日の出席率
９２．３１％

修正出席率(10/5)
９５．８３％

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部
毅、諸隈
武、河野

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/
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