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ようこそお客さま 
米山奨学生  樊 筱楓さん 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

先日 10 月 2 日に明野公民館で行われました「第 15 回

筑西市少年の主張大会」に行ってまいりました。天気にも

恵まれ、観衆もほぼ満員の盛況でございました。 

発表は市内の中学生から応募のあったものの中から 14

点の優秀作品が選ばれ、それぞれ発表がありました。内容

は他人からの借り物でなく、自分の物となっており、発表

の論旨内容、話し方、態度について全員とても素晴らしく

感じました。発表は怪我からの克服や部活での友情、家庭

の幸せだの、体験を通しての主張が多かったようですが、

「少年よ、大志を抱け」といった大きな夢を語る内容が少

なかったのはちょっとさびしく感じました。現代の世相で

はそういう夢を抱くのが無理なのかもしれませんが・・・ 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．真壁 RC より 例会場変更の案内受理 

10 月 7 日の例会が午後 7 時より松の鮨に変更です。 

２．日本ユニセフ協会より ユニセフニュース受理 

３．経済産業省より ベンチャー企業育成に関する協力

のお願い受理 

・ベンチャー企業投資促進税制の案内 

・エンジェルネットワークの構築シンポジウム 

11 月 12 日（水）13：30～17：00 

都市センターホテル５F「オリオン」 

４．ボーイスカウト筑西第１団より 名称変更に伴い会則

一部変更の案内受理 

５．本日配布いたしました 11 月例会予定表の 1 番下の欄、

12 月 3 日の新入会員卓話が変更になりました。外部卓

話、卓話者は元国交省事務次官・小幡政人様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話                樊 筱楓 

 皆さん、こんにちは。米山奨学生

になって、もう半年になりました。

この半年にあったことや感想をは

なさせていただきます。大学の時か

ら、ロータリークラブという名前を

よく耳にしました。やっと今年米山

奨学生として選ばれました。今年の

五月に、初めてのロータリー米山学 

友会の研修旅行に参加しました。一日目は、米山梅吉記念

館で、いろいろ拝見させてもらいました。ロータリー米山

についてより深く理解できました。それに、一番印象に残

ったのは皆が手を繋いで、右手を上げようとする時に、必

ず誰かの左手を上げたことでした。人と人の絆を感じまし

た。二日目、箱根神社や大涌谷などに行きました。二日間

で、友達ができて本当に良かったと思いました。皆と一緒

に食事をしたり、カラオケをしたりして楽しかったです。

また、ロータリアンたちの違う一面を感じました。面接で

は厳しい印象を受けましたが、この二日間で、ロータリア

ンたちのユーモアと温かさを感じました。また、毎月の第

二水曜日にロータリーの例会に参加しています。五月に初

めて参加した時、自己紹介をさせてもらいました。出身地

は中国の四川省だと言った時、静かな会場が騒がしくなり

ました。例会を終えて、たくさんのロータリアンに「大丈

夫でしたか。」と温かく声を掛けられました。すごく感動

しました。2003年、大学一年生の時から、茨城県親善大使

として、県内の小学校や養護学校などを訪問してきました。

そして、今年の11月と12月に、米山奨学生として、ハロー

ワールドに参加させてもらいます。小学校の児童たちと交

流して、中国のことをもっと知ってもらいたいと思います。 

皆さんのおかげで、勉強する時間が増えました。そして、

研究も順調に進んでいます。本当にありがとうございます。

ロータリーに出会えて、本当良かったです。ロータリアン

のおかげで、自分は幸せものだと実感します。改めて、あ

りがとうございます。これからも、よろしくお願いします。

本日のプログラム 

●外部卓話 

次週のプログラム 

●７月１６日 クラブ協議会 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

次週のプログラム 

●10月 29日 篠笛 
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米山奨学学友委員会  永盛宣也 委員 

①米山奨学生 樊筱楓君について 

奨学生の樊筱楓さんによる卓話が

おこなわれましたが、本人からの卓

話の内容により大変まじめであり、

苦労されて日本に留学している事が

判ります。下館ロータリークラブが

世話クラブとして受け入れている関 

係上、深いご理解をお願い致します。会員の皆さんと共に

カウンセリングを行い、親睦を図ってほしいと考えていま

す。 

②米山梅吉氏について 

2820地区では、毎年奨学生を引率して静岡県長泉町にあ

る米山梅吉記念館を訪ねます。5月下旪頃、総会を兼ねて

一泊をしてセミナーを開催いたします。奨学生に推薦され

た喜びと感謝をお伝え、又梅吉氏の人間性を学び取って参

ります。米山梅吉氏は、今から140年前の明治元年に東京

に生まれ、 

20歳でアメリカに留学しました。8年間の大学生活を終え

て帰国し、翌年東京三井銀行に入行しました。22年後には

奉仕を理想とする人々が集うロータリークラブと出会い

その方針に感動し大正9年に日本で始めてのクラブ「東京

ロータリークラブ」を発足させました。それより26年間ロ

ータリー生活を共にして78歳で死亡しております。 

③奨学制度について 

今年の奨学生の数は全国で800名。予算は、14億5千万円

です。これを34地区に分け、2820地区では77名の応募に対

して26名が合格しました。全国でも6番目に多くの奨学生

を受け入れている地区です。 

今後共、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

ﾊﾝ･ｼｮｳﾌｳ   今日は卓話します。よろしくお願いします。 

荒川 洋一  米山奨学生ﾊﾝｼｮｳﾌｳさんの卓話楽しみにし

ております。また筑西市少年の主張大会及

び折本駅付近に参加の方ご苦労様でした。 

中里 泰久  去る日曜日の少年の主張大会。折本駅付近

の草取り参加者の皆さんご苦労様でした。 

永盛 宣也  米山月間によせて。 

新井 利平  初孫が出来ました。男の子でとても大きい

4118g でした。名前・平悟と名付けたよう

です。 

小林 一彦  ﾊﾝ･ｼｮｳﾌｳさんの卓話楽しみにしています。 

中丸 健   ﾊﾝ･ｼｮｳﾌｳさんの来訪を歓迎して。 

丸山 靖則  改装中はご迷惑をおかけいたしました。ロ

ータリーの友情に感謝して。 

早川 誠二  ハンさん、卓話がんばって下さい。 

結婚記念   小島一彰 

夫人誕生   川連秀典 

会員誕生   早川誠二 

 

本日の合計 ￥29,000 円   累計 ￥545,000 円 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

10／8 58 48 10 0 7 

 

 

メークアップ 

・10 月 2 日 少年の主張大会（明野公民館） 

 荒川洋一  中里泰久  早瀬浩一  新井雅勝 

 大林稔   諏訪哲也 

 

・10 月 3 日 社会奉仕委員会・環境保全委員会 

（真岡線沿線除草・計画立案） 

飯島康夫  正根寺幸雄  柳沢和己  渡辺進  

小薬拓巳  滝田昌甫 

 

・10 月 4 日 社会奉仕委員会・環境保全委員会 

（真岡線沿線除草作業）  

  飯島康夫  小薬拓巳  浜野紘嗣 

 

・10 月 7 日 しもだて紫水 RC 

  鈴木光則 

 

 

アクトコ－ナー         
 

・10 月第 2 例会 10 月 23 日（木） 

内容：「ボーリング例会」 

担当：クラブ奉仕委員会 

  場所：シービック（スピカ地下） 

  時間：19：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


