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Building Communities Bridging Continents

地域を育み、大陸をつなぐ
どものクラブも累計で 16 名の方をご支援させていた
だきましたが，ここ２年程ちょっとお休みということ
で，今年は皆様のご協力のおかげで何とか寄付金の目
標も先月で達成することができました。次年度は米山
奨学生の面倒を見られることになると思います。
☆報告
・10 月４日，地区のチャリティゴルフに私と幹事と
堀・斉藤副会長で参加して参りました。飛び賞に黒臼
幹事が入りました。成績は真ん中辺が最高ということ
でしょうか。ちょっと言えないような状況でございま
す(笑)。それでも 1 日楽しく過させていただきました
ので，本当に良かったと思っております。
・10 月２日には管理運営部門の研修が健保会館でござ
いました。基調の講演が久世パストガバナーでござい
まして，
これは規定審議会の内容等をご説明いただき，
その後部門諮問でございます大塚パストガバナーから
本年度の管理運営部門の方針をご指導いただきました。
・10 月２日に柴崎会員のご母堂様のご葬儀がございま
した。会の方から何人かお手伝いさせていただき，多
くの会員の参列をしていただき，本当に心から感謝申
し上げます。本日は柴崎会員がお休みということで，
「是非皆様によろしくとお伝え下さい」ということで
したので，お伝えさせていただきます。

第 1567 回例会プログラム

＜井橋ガバナー公式訪問＞
12：30 開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
大宮南ロータリークラブの歌
「同じクラブのロータリアン」
ターゲット唱和・四つのテスト唱和
お客様紹介
会長挨拶及び報告
新入会員入会式
幹事報告
各委員長報告
ガバナー卓話
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

中里 公造様（米山記念奨学学友委員）
イ・ジソン様（米山奨学生）

会長挨拶及び報告

◇新入会員入会式◇

柴田
覚会長
猛烈な暑さが過ぎ去ってだいぶ過しやすくなりまし
たけれども，
何しろ気温が 12 度あまり下がりましたの
で，体調の維持が大変だろうと思います。どうぞ皆様
も体調管理には十分ご留意くださいませ。
10 月は米山月間，職業奉仕月間です。米山奨学会は
日本独自のプログラムということで，1952 年に東京Ｒ
Ｃで創設されて今に至っています。今現在 116 カ国の
方，約 16,000 人弱の方が累計で支援されています。私

大渕さくら君
入会年月日：平成 22 年 10 月５日
事 業 所 名：教育産業(株)
Ｔ Ｅ Ｌ：０４８－６８５－０８５５
Ｆ Ａ Ｘ：０４８―６８５－０７２６
推 薦 者：山崎会員・宗像会員
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幹事報告

から色々な行事に参加しますので，
そこで発言する機会をいただき，本
当に優秀な学生に育てていただいて
います。年に２回報告書を提出，そ
れをカウンセラーに確認してもらい，
毎月の例会で奨学金をいただくので，
形だけでなくその後の様子も分かるような状況になっ
ております。たくさんの経験をさせていただき，言葉
では言い表せないほど有難いと思っております。

黒臼 秀之幹事

① 10/12 ガバナー公式訪問には是非出席を。会場は
清水園。事務局・ＳＡＡ・クラブ管理運営委員は 11：
00 集合。
② 国際奉仕委員会より，台湾永和ＲＣ表敬訪問
（11/26～11/28）参加依頼の申込書にご記入を。
③ 新会員（入会３年未満）のオリエンテーションを
10/18（月）に京園で 18：30 より行う。
④ リーダー育成研究会が 10/19（火）18：00 より徳
樹庵で行う。入会３年以上の会員対象。
⑤ ロータリー会員名簿のお持ち帰りを。
⑥ 地区より
・ふれあいスポーツ大会の協力要請。
・やどかりの里チャリティゴルフの礼状が届く。

出席報告

大沢 守輝出席委員長

会員数 36 名 出席者数 21 名 出席率 53.33％
前回修正出席率 83.33％

大沢 守輝会員
本日の合計 ￥24,000
本年度の合計 ￥221,000
・米山の卓話で学友のイ・ジソンさんと訪問致しまし
た。よろしくお願いします（中里様）
・本日は米山学友のイ・ジソンさん，中里様ようこそ
おいでくださいました。また，大渕さくらさん入会お
めでとうございます。これからよろしくお願いします
（柴田，黒臼）
・本日は米山の卓話ありがとうございま
す。大渕さんご入会おめでとうございます（橋本）
・イ・
ジソン様，中里様ようこそ!! 大渕様ご入会おめでと
うございます。
これからもよろしくお願い致します
（押
目）
・イ・ジソン様，中里様ようこそ。本日はよろしく。
大渕さん入会おめでとうございます（泉）
・お客様よう
こそ
（宗像）
・大渕さんようこそいらっしゃいました
（大
沢）
・米山卓話ありがとうございました。大渕さんご入
会おめでとうございます（山口）
・大渕さん入会おめで
とうございます（斉藤）
・大渕さくらさんご入会おめで
とうございます。同期ですのでよろしくお願いします
（龍前）
・大渕さん入会おめでとうございます（矢崎）
・
お客様ようこそ。大渕さん入会おめでとう（佐藤）
・お
客様ようこそ。
大渕さくら様お待ちして居りました
（八
木）
・大渕様私も新入会員です。
宜しくお願いします
（新
井）
・お客様ようこそ。
大渕さんようこそ南クラブへ
（鎌
田）
・お客様ようこそ。大渕さん入会おめでとうござい
ます（小林）
・大渕さん入会おめでとうございます。パ
ワーをロータリーにもお願いします（張）
・８月 29 日
は体調不良の為例会を欠席致しました。申し訳ござい
ませんでした
（相澤）
・庭に棗やざくろが実っています。
秋です（阪）中里様米山の卓話有難うございました。
大渕さん入会おめでとう（山崎）
・本日より入会させて
頂くことになりました。どうぞよろしくお願い致しま
す（大渕）
◇本日の司会者◇
小林 勇治副ＳＡＡ

◇各委員長報告◇
阪 とし子地域社会奉仕委員長
やどかりの里のバザーにご協力ありがとうございま
した。会長・幹事・八木会員・事務局に当日お手伝い
いただく予定でおります。
白菊苑にタオル（古いものでも可）等とカレンダー
を届けたいと思いますので，ご準備をお願いします。

米山月間
中里 公造様
米山記念事業は東京ＲＣが米山
梅吉さんの功績を称えてクラブの
単独事業として始めたのが，その
後国内全クラブの合同奉仕事業と
して発展し現在に至っています。
今年度の学生を含めますと累計で
119 の国と地域，
15,776 名の学生を支援してきました。
他の民間レベルの奨学制度には無い，世話クラブ・カ
ウンセラー制度という物心表面から学生を支援してい
るというのがこの事業の大きな特徴となっています。
事業の根幹となっているのはロータリアンの寄付であ
ります。今年度 826 名の学生を採用し，2770 地区では
38 名（継続学生６名含む）の学生が割り当てられてい
ます。国別には中国は 402 名，韓国が 117 名，次が台
湾で 50 名となっています。
この傾向は年々上がってお
り，1 ヶ国に集中するのは問題ではないかという意見
もあり検討しているところです。
イ・ジソン様
米山奨学会は大学で推薦はしますが，我々が選ばれ
るのは面接の時の点数であり公正です。選ばれた時点
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