
第 2141 回例会 

11 月 1 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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

地区平和フェロー・奨学金委員会 

本来ですと、財団奨学生や学友がお伺いして 

留学経験などの卓話をするのですが、コロナ禍 

で手配が出来ず、私が代理でさせて頂きます。 

      当委員会では、3 つの奨学金プログラムを担

当しており、本日は主にこの奨学金制度につい

てご説明させて頂きます。 

①平和フェロー奨学金：平和は「人」から始ま

るという趣旨の下、人材育成を目的として、ポ

ール・ハリス没後 50 周年を記念し創立された

奨学金プログラムです。平和フェローシップ

（支給型の奨学金）を通じて、世界平和と紛争

予防の担い手となる人材を育て、平和推進者の

世界的ネットワークを築いています。  

 

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一部要約にて掲載） 

佐藤 省三 副委員長 

 まずは、平和フェロー奨学生の留学先での様 

子など、映像をご覧下さい。（映像は略にて） 

 平和センターは現在、世界7カ国にある8つの 

有名大学に設置されています。選考基準はプロ 

グラムにより異なりますが、「国際関係」「平 

和」「紛争解決」の分野で3〜5年間の職歴を有 

し、学士号に相当する学位、第2言語能力など、 

国際的または地域社会での人道的活動や平和活 

動に取り組む熱意がある人が、世界審査により 

選出され、1人当り約8万ドルが支給されます。  

毎年、世界で約130名の平和フェローが選ばれ 

独自のカリキュラムと実地研修が適用され、平 

和と紛争解決の研究が行われています。 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

日本には、東京三鷹の国際基督教大学(ICU)に 

平和センターがあります。第2780地区を含む近 

隣6地区が、「ホストエリア連絡協議会」を形成 

し、当地区では毎年25,000ドルを平和センター 

へ支援しています。国際基督教大学には毎年10

名の平和フェローが来日します。今年8月に当地

区がホストする平和フェロー4名が来日しました。 

カウンセラーと所属クラブは下記の通りです。  

・第19期生 コソボよりサビナ・カキナリさん 

（川合靖一会員：相模原RC）  

・第20期生 コロンビアよりルシア・プリードさん 

（大箭剛久会員：茅ヶ崎RC）  

・第21期生 コロンビアよりダイアナ・グティエレスさん 

（井上善博会員：秦野RC）  

・第21期生 コロンビアよりカルロス・ナバレテさん 

（落合伸一会員：横須賀西RC）  

 

２．ロータリー奨学金：ロータリー財団とクラブ 

は大学・大学院レベルの奨学金を通じて、地域や 

世界で活躍できる、未来のリーダーを育成してい 

ます。ロータリー奨学金（グローバル補助金奨学 

金）は世界で求められている人道的ニーズや「ロ 

ータリーの7つの重点分野」（①平和と紛争予防/ 

紛争解決 ②疾病予防と治療 ③水と衛生 ④母子 

の健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地 

域社会の発展 ⑦環境の保護）に関連した研究のた 

め、大学院または同等の研究機関への留学を支援 

するプログラムで、奨学金は1人当り約30,000～ 

36,000ドルの支給型奨学金です。 

 

３．第2780地区ロータリー奨学金:海外の大学ま 

たは大学院で１～2年間、研究分野や芸術・文化を 

学ぶための留学先を問わない奨学金で、1人当り 

約24,000ドルの支給型奨学金です。  

【奨学生募集について】  

奨学生募集は4月に応募開始、11月の選考試験、

オリエンテーションを実施します。毎年、とても

優秀な方々が応募されます。  

ロータリーの奨学金制度は世界平和を目指す

学生を育てています。 会員の皆様からの頂く年

次寄付1人当り200ドルの内、約70ドルはこの人

材育成に使われます。  

 

 

 

これらの奨学金プログラムは、全て財団への寄 

付金で運用されています。そして奨学生の多くが 

世界中で活躍しています。つまり、皆様一人一人 

の寄付がそれに大きく貢献しているわけです。 

ぜひ、このことには誇りを持って頂きたいと思 

います。そして引き続き、ロータリー財団へのご 

支援をどうぞ宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇インターアクトクラブ 光明学園にて光明祭 

10月 29日、田後会員、櫻内会員、藤本会員と 

私、会長の４名で参加。 

インターアクトクラブとは国際ロータリーク 

ラブから提唱された 14〜18歳までの青少年のた 

めの奉仕クラブです。世界規模で活躍しており、 

インターアクトクラブは 14911。インターアクタ 

ーと呼ばれる青少年会員は世界で 34万人以上。 

日本では、高校の福祉ボランティア系クラブ活 

動・サークルとして行われています。2780地区 

では 13のインターアクトクラブが活動。 

光明学園インターアクトクラブは毎週金曜の放 

課後に集まり、活動をしているそうです。相模原 

国際フェスティバルやぬいぐるみ寄付、みかんの 

学校や酪農体験、清掃活動、動物愛護センターへ 

の訪問など毎月積極的に活動しているようでした。 

〇相模原グリーンロータリークラブ 30 周年式典 

10月 30日に大井幹事と私・会長と息子で参加。 

佐藤ガバナー始めパストガバナー、各クラブ会長 

幹事が参加されていました。来賓に「宇宙少年団 

相模原分団」「ネパール教育支援の会」「弥栄高 

校インターアクトクラブ」も参加されていました。 

記念演奏会では、日本ウクライナ芸術協会代表 

のバイオリニストの澤田智恵さんと、ウクライナ 

 



 

 

出身のオレグ・クリサさんの演奏がありました。相

模原グリーン RCには田中知子さんというクラブ

専属ピアニストがいらして、ピアノとバイオリ

ンのコラボレーション演奏をされていました。

（余談ですが、「ロータリークラブ専属」で検

索すると、「専属ピアニスト」「専属写真家」

「専属始球式ピッチャー」などがあり） 

その専属ピアニストの方が作曲をされた「30

周年記念クラブソング」をお披露頂きました。

作詞は田中先生と会員によるものです。歌を創

るという、意外なアプローチにグリーンクラブ

は仲が良いのが伝わってきました。 

＜歌の紹介＞「あの宇宙（そら）を見上げて」 

   なに気ない 君の言葉で 仲間になって 

   同じ場所 同じ時 過ごしつつ 心を共に 育ちあい  

   温もりを いつでも感じて 絆を 深めて いつまでも 

   あの宇宙（そら）を見上げ 歩いて行こうよ 

   相模原 相模原 グリーンロータリークラブ 

 

＜委員会報告＞   （要約にて） 

〇米山奨学委員会         阿部委員長 

     米山寄付に、ほぼ全員のご協力を頂き、有難う 

ございました。特に小野会員には多額の寄付に感 

謝致します。また米山奨学生の朱さんが、ロータ 

ーアクトに入会しましたので、ご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員増強委員会         横江委員長 

 本日、豊岡会員のご紹介で米川さんがゲストで 

来て頂き、豊岡会員は１ポイント達成です。皆さ 

んもポイント制を楽しんで、ご紹介お願いします。 

〇ロータリー財団委員会      横溝委員長 

     次週例会より財団 200ドルとポリオ 40ドルの 

寄付をお願い致します。レートが 148円ですので、 

目安として、36,000円になります。 

 

 

 

    

 

●佐藤 省三君（相模原西ＲＣ） 

  11月財団月間につき、卓話依頼を頂き有難うござ 

います。財団奨学生ではありませんが、卓話を致し 

ますので、宜しくお願い致します。 

●小崎会長、大井幹事 

①ゲスト卓話でお越し下さいました佐藤様、財団につ 

いて改めて学ばせて頂きます。 

②ラディックス㈱の米川様、お越し頂き感謝申し上げ 

ます。 

③気がつけば 11月になり、秋も深まるとのこと。風邪 

など召されませんように。 

●小野 孝会員 

  地区平和フェロー・奨学金副委員長の佐藤さん、 

ご苦労さんです。宜しくお願い致します。 

●中里 和男会員 

 佐藤省三様ようこそ。卓話宜しくお願いします。 

●横溝 志華会員 

①オブザーバーで来て頂いた米川様、ありがとうござ 

  います。 

➁地区平和フェロー・奨学金副委員長、佐藤様の卓 

  話を楽しみにしています。 

●丸子 勝基会員 

①佐藤省三様、宜しくお願い致します。 

➁米山様、ようこそいらっしゃいました。入会を心から 

お待ちしております。 

●田後 隆二会員 

佐藤省三様、お役目お疲れさまです。財団卓話、 

よろしくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

①オブザーバーの米川様、ようこそ。 

➁卓話の地区財団委員会の佐藤様、どうぞ宜しくお願 

い致します。 

●阿部 毅会員 

①財団ゲスト卓話の佐藤省三様、本日はよろしくお願 

い申し上げます。 

➁オブザーバー出席の米川達様、ようこそ！ ご入会 

を待望しております。 

●櫻内 康裕会員 

①ゲスト卓話の佐藤副委員長、宜しくお願い致します。 

➁オブザーバーの米川様、ようこそ。 

 



  

  

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①新会員親睦会（日帰りバス旅行）with 米山委員 

会のお誘い 

     入会 5 年未満の会員を対象に、今回も昨年同様、

米山委員会主催の親睦旅行と同時開催し、交流

を図ります。新会員の方の機会作りに奮っての

ご参加をお願い致します。 

     日時：11 月 26 日（土）9 時 相澤ビル（藤沢） 

集合 10 時出発「都内観光と屋形船懇親会」 

参加費 14,000 円 登録締切：11 月 10 日 

②社会・国際奉仕委員長研修会のご案内 

     下記にて開催致しますので、各クラブ 2 名の参

加とアンケート調査にも協力をお願い致します。 

     日時：12 月 10 日（土）14:00～16:30 場所： 

アイクロス湘南（辻堂）登録締切：11 月 10 日 

 

※11 月情報集会の回覧をしております。ご都合 

の良い日程にご記入をお願い致します。 

  

           

１１月 ８日ゲスト卓話「ポリオプラスについて」 

      地区ポリオプラブ委員会  

根岸 君代副委員長、中村 辰雄委員 

   １５日卓話「記憶に残る出会いと旅の思い出」 

       阿部 毅会員 

   ２２日夜間例会 18:30 点鐘「敦煌」 

 

                

 

 

 

 

 

 

  ●例会場 中国名采「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  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

＜オブザーバー／米川 達氏よりご挨拶＞ 

会社も自宅も相模原 

ではないため、あまり繋 

がりはなかったのですが 

相模原 JCには、入会し 

て良かったと思ってお 

ります。また当クラブ 

とも何かご縁があれば 

と思います。（概要にて） 

 

 

＜理事会報告＞ 

①１２月例会について。 

〇１２月６日（火）→４日（日）移動例会「地区補助金事 

業・少年野球教室」 詳細は１１月１２日に会長、 

櫻内青少年奉仕委員長にて打合せ予定。 

会場：淵野辺公園内サーティーフォー球場 

時間：８：４５頃～１２：００頃（予定） 

〇１２月２７日（火）→移動例会「年末家族例会」を実 

  施する。 ２３日（金）「レンブラントホテル町田」 

➁龍仁ＲＣの故・全培錫氏の墓参（供花）の件。 

  阿部会員が韓国・米山学友会総会に出席後、墓 

  参されるため、供花代として１万円を承認。 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱   「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

司 会  伊倉 正光 副ＳＡＡ 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  地区平和フェロー・奨学金副委員長 

        佐藤 省三君（相模原西ＲＣ） 

     ラディックス㈱   米川 達氏 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛  裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（対象者１９名） 事前メイク者 

２６名 （Zoom 含）２１名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９１．３０％ (10/16)８６．３６％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

