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１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか

どうか

長谷川 裕一

津 上 賢 治

村 瀨 廣 記

2020～2021年度国際ロータリーのテーマ

ROTRY CONNECTS THE WORLD

令和２年１１月６日（№．11） No．2299

■本日の例会プログラム

●君が代

●ロータリーソング（2700地区のマーチ）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●誕生祝

●卓話

「新幹線」

会員 小林 宰君

（JR九州電気システム株式会社 代表取締役社長）

■次回卓話（１１月１３日）予定
「休 会」

※定款第７条第1節Cにより

■前回例会の記録（１０月３０日）
◇出席報告 出席委員長

当 日 １０月３０日 前々回 １０月 ９日

会員総数 ７２名

免除会員数（９名中） ７名

出席会員数 ４６名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５４名

出 席 率 ７５．７１ ％

会員総数 ７２名

免除会員数(９名中） ６名

出席会員数 ４９名

メークアップ １４名

欠席会員数 ０名

合 計 ６９名

修正出席率 １００％

●８０日間世界一周

●ユモレスク / ドヴォルザーク

●I LOVE YOU / 尾崎 豊

●旅人よ / 加山雄三

「ロータリー財団月間」
世界インターアクト週間
（１１月５日を含む週間）

６日（金）定例理事会（例会終了後）
誕生祝

１３日（金）「休会」定款第7条第1節Cにより
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会長報告

幹事報告

●本日は国際ロータリークラブ第２７００地区米山奨学委員会の

島信英様にお越しいただいております。卓話をいただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

●先日運動の話をしましたが、今朝も東京のホテルで、一連の
トレーニングをした後、フロントまで往復全力疾走しました。
連日、このトレーニングとプラスαを行っています。

●その後、朝のお勤めをいたします。

われ今幸いに まことのみ法を聞いて
限りなきいのちをたまわり 如来の大悲にいだかれて
やすらかに日日をおくる 謹んで 深きめぐみをよろこび
尊きみ教えをいただきまつらん

釈尊の教えに「世間虚仮、唯仏是真」というのがあります。
この世に見えるものは一切仮のもので、つかめるものではない。
愛のみが真実であり、普遍であり滅びない。
見えない世界に真実があって、見える世界には真実がない。
これらをもとにお経をあげます。

●11月６日（金）例会終了後、定例理事会を新館オルミールで
開催いたします。

●11月13日（金）、27日（金）の例会は定款第７条第１節Ⅽにより
休会いたします。メークアップの必要はありません。

●少し前までは、今日はプレミアムフライデーでしたが、何となく
自然消滅してしまいました。
今日は天気も良く、コロナも少し落ち着いてきましたので、普段
よりもちょっと贅沢な夕食をとられてはいかがでしょうか。

■次々回卓話（１１月２０日）予定

「ZOOM及びMyRotary登録・利用説明」

会員 新納 洋君

会員 磯本昌章君

２７日（金）「休会」定款第7条第1節Cにより
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『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”

『目標：ＴＡＲGET』 “奉仕活動のトップランナーになります！”

ＩＴ・ 会報・広報委員会 委員長 磯本昌章 ： 副委員長北川忠嗣 ： 委員 ：川崎勝彦・池内比呂子・西 洋一・田代幸英・小林 宰

卓 話

各委員会報告

・９月まで、アレクサンダージェイソンマーク君をお世話
いただきありがとうございました。

・寄付に感謝申し上げます。４０名の皆さまが米山功労者
とうことで、非常に多額の寄付をしていただき本当に感謝
申し上げます。

・久留米東ロータリークラブの所属で、2019年度に会長を
させていただきました。今年度に地区の委員長をさせていた
だいています。ロータリー歴は１２年弱になります。

・米山事業の概要について
３点が大きな骨子になっています。
①日本独自の事業で、日本３４地区の合同事業です。
②奨学生は外国から呼ぶのではありません。日本に留学し
ている学生を審査して採用しています。管理は全部財団法
人です。
③世話クラブカウンセラー制度です。奨学生を採用してから
が本番です。よってたかって日本のことを理解してもらいま
す。日本と外国の架け橋となってもらうために、英語しか話
せない学生にも半年後には日本語で日常会話がしゃべれる
ようになるよう、カウンセラーのみなさんに頑張ってもらって
います。そして、ほとんどの学生が、将来はロータリアンにな
るんだと言って卒業しています。

[IT・会報・広報委員会 ： 磯本委員長］

・マイロータリー登録について
この１週間に５名の方が登録いただきました。ありがとう
ございます。しかし、まだ、７２名中２７名しか登録いただ
いていません。是非登録をお願いします。わからない点が
あればご遠慮なくお聞きください。

[職業奉仕委員会 ： 土井委員長］

［社会奉仕委員会 ： 松尾幸靜委員〕

・海の中道の松原間伐作業について
１１/７（土) 博多夢松原の会で松林の整備を行います。
東南ロータリーから１２名、ローターアクトから５名、山下
会員のALSOKさんから２７名、田代会員の西日本空輸さん
から １０名お越しいただき、全部で５６名が参加していただ
きます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

「米山記念奨学事業の現在」

R1第2700地区
米山記念奨学委員会
委員長 島 信英 氏

[国際奉仕委員会 ： 河内委員］

・台北中央ロータリークラブの周年式典のお祝いについて
次回１１月６日の例会の際に、ビデオメッセージの撮影を
行います。多くの参加をお願いします。
今日も、例会終了後にリハーサルを行います。
よろしくお願いいたします。

職業奉仕資料⑨道徳律を配布しました。今から１０５年前に
採択されたものですが、１９５１年には手続要覧から削除され
ました。１９７７年には商業道徳の低下を憂いて復活の兆しが
あったのですが、依然として廃止されたままとなっています。
ロータリーの古典ともいうべきもので先達の純粋な理想主義
が表れていますので、是非ご一読ください。

・米山事業の始まりについて （ビデオ放映）
ビデオの内容が年表式になっているのが豆辞典の表紙の裏と
なっています。最近の部分だけ抜き出してみますと
2004年にこの事業がRIで称賛されました。
2007年に手続きが完了し、2016年に世界大会で初めて分科会
を開催しました。来年の台湾での世界大会でも分科会とブース
が設けられる予定となっています。是非多くの方に寄っていた
だきたいと思います。
・現状について
奨学生として、累計で21,624名の学生のお世話ができています。
中国の割合が多く、最近増えているのはベトナムの学生です。
ネパールやミャンマーも少し増えてきていますが、減っている
のは台湾です。
・採用について
全国統一基準に則って行っています。今年は４２名の学生の
審査を行います。まず書類審査を地区委員１２名で行い、面接
を１月に行います。面接では書類に書いてあること、目的、将
来のビジョンが本当なのかどうか、チャレンジしているのかを問
うとともに、人柄、コミュニケーション能力を加味して審査します。
最終的には１か国が30％未満となるように採用します。
当地区は現在２１名いまして、今年度はシリアとナイジェリア、
リトアニアの学生を初めて採用しました。次年度は７名増えて２
８名になります。
・奨学金の内訳は支出が収入を１憶円ほど上回っています。
１２億円ほどを奨学金にあてていまして、奨学生の数は寄付金
で決まります。最近変わってきたところは、特別寄付者割合で
す。当地区は特別寄付者割合が少ないため、奨学生の数が少
なくなっています。寄付金は全国で２０位で、寄付者割合が圧
倒的に少なく、全国が２人にひとりに対して、当地区は４人にひ
とりとなっています。今年の寄付金の目標はひとりあたり
16,000円で、割合は36％とさせていただいてます。
福岡東ロータリーでは例会の際に封筒をつくって千円の少額
寄付から始めていたりしています。そうすると特別寄付割合が
上がり、また平均寄付額も上がり、結果として奨学生をたくさん
採用することができるということになります。このような取り組み
により、２年前には平均寄付額が急激に増え、今年はさらに上
がると思います。
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他地区では、年会費を普通寄付と特別寄付とに分けて計上
しているところもあり、これが全国的にも多くなっています。
年度途中ですので、これまで同様の寄付をお願いいたします。
・奨学金の目的を復習します。まずは、優秀な外国人学生に
日本のロータリーの精神を深く刻み込むことです。彼らは、米
山奨学金のことは知っていますが、ロータリーのことは知りま
せん。ですので、しっかりと世話クラブ・カウンセラーの皆さん
がロータリーの精神を刻み込んで、奨学性に日本と国際社会
の架け橋としての存在となっていただくことが目的です。
私たちはその支援をしていきたいと思います。

日本でお世話になった学生が奨学金を寄付していてガバ
ナーになった方もいます。モンゴルには新モンゴル学園という
学校があり、この学校を作ったのも米山学友です。
また、日本に災害が起きた時には、たくさんの寄付をしてくれ
ています。
・豆辞典をよくご覧いただいて、米山奨学事業の意義をご理
解いただき、でき得れば少しでも多くの寄付をしていただけれ
ばというふうに思っています。
・本日はコロナ禍の中お呼びいただき、このような場を設けて
いただき感謝申し上げます。
ありがとうございました。

宗像国際環境会議

・奨学生がどのように育っていっているかというと、今海外
に９つの学友会があります。一番古いのは台湾で、ミャンマー、
モンゴル、スリランカにもできました。九州にもあります。

海外ではどんなことをやっているかというと、台湾では、学友
会のメンバーが日本から留学に来た学生を支援しています。

１０月２４日（土）１０時より福岡ファッションビルにおいて2700地区奉仕プロジェクトセミナー「宗像国際環境会議」
分科会が開催されました。
宗像の本会議場とオンラインで結び、黒田玲子東京大学名誉教授によるSDGｓを中心とした基調講演がありました。
続いて分科会では深澤良信会員による「ネパールごみ処理施設建設支援事業」について豊富な写真を用いた丁寧な
解説がなされました。閉会後も深澤会員の周りに人が集まるなど関心の高さを感じました。
会議の準備、分科会の司会は地区社会奉仕委員長の熊手幹彦会員がお骨折り下さいました。
お二方大変お疲れ様でした。 （土井）
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＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございました。
＜例会運営委員会 / 山下会員＞

（１０月２３日）

長谷川裕一君 テーブル会最高でした。
佐々木健一君 Jテーブル会、長野さん、本郷さん、天神華

都飯店の会食お世話になりました。
Iテーブル会深澤さん、鰻と日本酒最高で
した。河内さんワイン最高でした。

津上 賢治君 今週JとEの二つのテーブル会に参加させ
て頂きました。両会とも大変盛り上がり、非
常に楽しい会でした。Jテーブルの長野さん
本郷さん、Eテーブルの河内さん、おいしい
食事とお酒をはじめ会のアレンジ有難うござ
いました。

田中 雄二君 田中弘通さん、先日本当に楽しいときを得ま
した有難うございました.感謝

磯本 昌章君 １０/２０Jテーブル会は大変楽しかったです。
シャトー飯店のお料理大変美味しかったで
す。長谷川会長の元気の秘密も聞けて良か
ったです。

田代 幸英君 深澤さん、Iテーブル会お世話になりました。
楽しい夜を過ごすことができました。

北川 忠嗣君 深澤さん、Iテーブル会有難うございました。
初めての「ひつまぶし」会とても美味しく楽し
い時間でした。

清原 一貴君 ご無沙汰をしております。職業分類がかわ
りましたが、郵便局は辞めておりません。
よろしくお願いします。

土井 通誉君 深澤さんテーブル会お世話になりました。
二次会のカラオケも楽しかったです。
ありがとうございました。

中村 勇治君 Jテーブル会、長野さんお世話になりました。
Eテーブル会、河内さんお世話になりました
２次回、長谷川会長、毛利さん楽しかった
です。

深澤 良信君 Iテーブル会の皆様ご苦労さまでした。
亀山みゆき君 Iテーブル会有難うございました。久しぶりの

日本酒、心地良く酔いました！！
畑中 敬史君 昨日はEテーブル会お疲れ様でした。楽しか

ったです。河内さん段取り有難うございまし
た。

新納 洋君 長野さん本郷さんJテーブル会お世話になり
ました。門岡さん、本山さん、磯本さん先日
は打ち合わせ有難うございました。

門岡 慎治君、坂田美紀君
誕生祝ありがとう。

（１０月３０日）

長谷川裕一君 毎回楽しいテーブル会有難うござい
ます。

柴田 典昭君 長谷川会長、村瀨さんHテーブル
会参加有難うございました。西さん
幹事ご苦労様でした。大変楽しく有
意義な時間でした。

石川 哲也君 西さん先日のテーブル会お世話に
になりました。

西原孝四郎君 長谷川会長、村瀨幹事H テーブル
会参加有難うございました。西テー
ブルマスターお世話になりました。

佐々木健一君 Dテーブル会中山さんお世話にな
りました。ホークス優勝おめでとう
ございます。最高の夜でした。
Hテーブル会欠席申し訳ありませ
んでした。

津上 賢治君 先日のDテーブル会参加させて頂
きました。お蔭様で、大変楽しい
会でした。中山さん、アレンジ有難
うございました。

中村 勇治君 Dテーブル会中山さん二次会まで
ありがとうございます。
Hテーブル会西さんお世話になり
ました。

清原 一貴君 年賀はがきをお持ちしました。
新年のご挨拶お使い下さいませ。

熊手 幹彦君 先日、地区のセミナーで、深澤さ
んに講演をしていただきました。
大好評でした有難うございました。

河内 美香君 台北中央RCの１２月１日の周年
式典のためのビデオレターを作成
します。１１月６日の例会には、で
きるだけ多くの方の出席お願いし
ます。

矢頭美世子君 ２８日７人目の孫が生まれました。
女の子ですが３，９９４ｇの大きな
子でした。

末秋 聡君 先週、緊急入院しまして、Ｅテーブ
ル会と例会を欠席致しました。
今では復活致しました。

合 計 ７８，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 ３２９，０００ 円 達成率 ２５．３％


