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2019-2020 年度 第 1141 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：湯浅 定 幹事：薄久保大輔 会報委員長：長谷川達紀 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

 

 

 

§ ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    皆さんこんにちは。12日の土曜日から日曜日にかけて、大雨をもたらした大型台風 19号に

よって、栃木県でも広範囲に甚大な被害をもたらしました。皆様の地域は大丈夫だったでしょ

うか。被害に遭われた皆様には、心よりお見舞いを申し上げ、1日も早い復旧をお祈り申し上

げます。 

さて、先週のガバナー公式訪問、長時間にわたり大変お疲れ様でした。来月は地区大会があ

ります。地区大会では、当クラブが 2018-19年度 RIロータリー賞を受賞いたしました。仲田

パスト会長が登壇、受賞いたします。皆様のご参加どうぞ宜しくお願い致します。  

10月は米山月間です。本日は、米山記念奨学会委員会、長 正英地区委員長の卓話になって

おります。また、当クラブでは例会場入口に米山特別基金箱を用意しております。そちらの方

もどうぞ宜しくお願い致します。 

本日の会長の時間は、今年度の目標でもある「楽しい！陽北ロータリー」を達成するために

メークアップの体験をお願いしております。そのメークアップの話をしたいと思います。 

ロータリアンは、例会に出席して奉仕活動やその他の行事に参加すべきであるとされており

ます。欠席した場合の補填としてメイクをすることができます。他クラブの例会の 60％以上に

参加すること。あるいは、ローターアクト・インターアクトやロータリーの奉仕活動、親睦活

動、地区の研修会、研究会などに参加することでメークアップできます。いずれにしまして

も、メークをして感じたことや状況を発表していただくことが大切だと思います。それを当ク

ラブの例会や活動に反映されることを希望致します。                     

                    

 

1. 先週のガバナー公式訪問、おかげ様で無事終了いたしました。ありがとうございました。 

2. 11月 10日、地区大会本会議について、当初マイクロバスで移動の予定でしたが、会員各位の

利便を考慮し乗合で移動する事と決まりました。つきましては参加される方で調整をしてい
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ただき、当日の移動をお願いします。また、前回もお願いしましたが、地区大会出欠につい

て回答がまだの方は早急に回答をお願いします。 

3. ウィルスメールの注意喚起についてです。 

ラインで取り急ぎ連絡させて頂いた方もおりますが、差出人が陽北ロータリー会員名または

事務局名でワードファイルが添付されたなりすましメールが届いたと複数の報告が上がって

きています。ウィルスの可能性が非常に高いメールだと考えられます。身に覚えのない不審

なメールは開かない、特にメール内のリンクや添付ファイルは開かないようご注意くださ

い。また、セキュリティー対策ソフトを常に最新の状態に更新するなど、個々の対応をお願

いします。 

4．日本、台湾ロータリー親善会議福岡大会が翌年の 3月 6日（金）開催されます。参加を希望

される方はクラブで取りまとめ申し込みますので 11月 22日までにご連絡下さい。 

 

 

   

§湯浅 定会長  台風 19号により、県内外各地に甚大な被害をおよぼしました。被災者の方

へ、心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復旧をお祈り致します。 

§古矢幸伸会長エレクト 

            こんにちは。土曜日から日曜にかけての台風 19号、大変な被害が出ており

ます。皆様はご無事でしたでしょうか？仕事柄、被災対応を精一杯して参り

ます。 

   §佐藤 節会員  結婚祝いのお花、ありがとうございました。忘れるところでした。 

§仲田真介会員  皆さんこんにちは。10日(木)にナイターリーグの第 3戦がありました。8対

3で勝利しました。とても楽しい時間でしたのでニコニコします。 

§長 英明会員  台風の被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。また、先日は

妻への誕生日プレゼントありがとうございました。 

 

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 13,000 円 

 

 

 

国際ロータリー第 2550 地区 

米山記念奨学会委員会 長 正英 委員長 

 

「ロータリー米山記念奨学事業について」 

 

ロータリー米山記念奨学会の特徴について 

1、日本全国のロータリアンの寄付が財源 

2、事業規模は国内民間の留学生奨学団体で最大 

3、世話クラブカウンセラー制度 

   ニコニコボックス委員会報告   関 夫美 委員 

 

 

 

 

   地区委員卓話 
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4、外国人留学生を支援 

 

米山奨学生に期待されること 

1、ロータリークラブを通じて日本の文化、習慣に触れる 

2、交流を通じて国際親善・奉仕の精神を学ぶ 

3、将来、日本と母国・世界を結ぶ「懸け橋」になる 

 

米山記念奨学会の米山の意味について 

1952年日本のロータリーの創始者米山梅吉氏の功績を記念して、栃木県出身の古澤丈作氏

が、東京 RC会長時に設立。以後平和日本を世界に対して実践するべく活動が続いている。 

 

事業の始まり 

太平洋戦争においてアジアの国々に大変迷惑をかけた。「将来日本の生きる道は平和しかな

い。その平和日本を世界に理解させるためには、アジアの国から一人でも多くの留学生を日本

に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうしかない。それこそ、日本のロータリーに最もふ

さわしい国際奉仕事業ではないだろうか」（ロータリー米山記念奨学会史より） 

また、奨学生選考、寄付金の状況、当地区の奨学生および学友会活動、当委員会の工夫、取

り組み、さらに危機管理についてもお話しさせていただきました。 

 

 

 

 

【フェイスブック掲載記事】 

 

  ロータリー米山記念奨学会「第 2800 地区(山形県)地区大会」 

 

10月 19-20日の第 2800地区 地区大会は、大久保章宏ガバナーのもと、髙野孫左ヱ門ＲＩ会長

代理ご夫妻を迎えて山形市内で開催されました。2日間にわたる充実したプログラムの中か

ら、米山にスポットを当ててご報告します。 

 

◆毎年恒例！「米山ナイト」 

地区大会の夜は、米山奨学生・学友・ロータリアンが 

集まる「米山ナイト」を開くのが同地区の恒例行事。 

今年は、中国から招へいした米山学友の姫 軍さん 

（1995-97/東京臨海 RC、現在は東京米山ロータリーE 

クラブ 2750会員）ご夫妻を迎え、50人が参加する大盛会となりました。 

第 2530地区の石黒ガバナーエレクトや第 2550地区の長 米山奨学委員 

長、また、同地区出身の学友がはるばる東京や韓国から駆けつけ、 

まさにホームカミングのひとときとなりました。 

   地区大会参加報告        長 正英 地区米山記念奨学会委員長 
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◆国歌独唱は米山学友！ 

大会 2日目、ベナン出身の米山学友・マリエッタさん 

(2017-19/鶴岡 RC)が民族衣装に身を包み、澄んだ声で君が 

代を歌いました。独唱の予定でしたが、参加者の方々も一 

緒に斉唱。地区大会で、外国人である米山学友が日本の国 

歌を歌うということは大変珍しく、新鮮な驚きがありまし 

た。 

◆青少年交流会 

本会議プログラムと併行して、米山奨学生・学友、インタ 

ーアクト・ローターアクト・青少年交換学生が一堂に会す 

る「青少年交流会」が開かれました。リーダーとはどのよ 

うな人物か？をテーマにグループディスカッションを行い 

、それぞれのグループ代表者が発表。多様な国籍や年代が 

一緒になっての話し合いに緊張しつつも、良い刺激となっ 

たようです。 

◆米山奨学生・学友会紹介 

インターアクト・ローターアクトに続いて米山奨学生と 

学友が登壇し、一人ひとり自己紹介をしました。また、 

同地区学友会の高吉嬉会長（1996-99/東京本郷 RC）が 

代表して学友会の活動紹介と、日頃の支援への感謝を 

述べました。 

◆山形 RACが誕生！初代会長は米山学友 

20日、山形 RAC結成認定状が髙野ＲＩ会長代理から伝達 

されました。初代会長は米山学友のガラバドラフ ムンフ 

ドルさん（2014-16/山形西 RC）。もう 1人の会員は現役米 

山奨学生、トゥムルー ノムリンさん(2019-21/天童東 RC） 

です。 

◆記念講演に米山学友の姫 軍さん 

テーマは「心つないで、世界に」。つながりから離れよう、 

自国を守ろうとする世界の流れにおいて、“つながる” 

ことの意味は何か。“心をつなぐ”とは 

どのような事なのか。ロータリー米山記念奨 

学金が世界に果たしてきた役割や、ロータリ 

アンが奨学生の人生に与える影響にも言及し、 

考えさせられる講演でした。世話クラブの東 

京臨海 RCからは、姫さんのカウンセラーで 

ある大澤氏ほか数人が遠路はるばる応援に駆 

けつけました。 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1143 回 

11 月 5 日(火) 

招待卓話 柿沼 章 代表取締

役社長 

サイクルスポーツマネージメ

ント㈱ 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1144 回 

11 月 9～10 日 
地区大会 本会議（栃木市） 國學院大學 別途案内 

11 月 12 日(火) 振替休会 (地区大会)   

第 1145 回 

11 月 19 日(火) 

会員卓話 

熊倉学 地区財団補助金小委

員長 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

11 月 24 日(日) 
RI 第 2550 地区ガバナー主催 

第 25 回親善野球大会 栃木市 
 別途案内 

第 1146 回 

11 月 26 日(火) 

米山奨学生卓話 

金 美娟さん 

(ジン・メイジュアン・ピセット) 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   長谷川 達紀 委員 

 

会員数   38名  前々回ＭＵ   4名 

出席数   26名   前々回訂正   32名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  68.42％        84.21％ 

 

次回例会予定 

10 月 22 日(火)法定休日（即位礼正殿） 

 

第 1142 回  10 月 29 日(火) 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員長 


