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次週のプログラム

今　週のプログラム

祇園祭（7月最終週の木曜日から４日間）

玉のような汗を飛ばす男衆の大神輿。
若き女性の肩にゆられる姫神輿。
筑西最大の夏の風物詩「祇園まつり」の
迫力とエネルギーは圧巻です。

イアン H.S.ライズリー 2017-18 ＲＩ会長

下館ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2820地区

外部卓話　石塚 勝 氏
　　　　　　　（ＪＣ会長）

総 会 ・ 木 幡 会 員 卓 話
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『 発想の転換を図ろう ! 』　2017－18年度 下館ロータリークラブテーマ

財団委員会からのお知らせ 
佐 藤  昭 委員長

　本日より財団特別寄付を受け付けておりま

す。12月13日迄受け付けますのでご協力宜し

くお願い致します。

クラブ協議会 　 永 盛  武 会長

ローターアクトについて

　本日は、下館ローターアクトクラブについて

考えたいと思います。まず、アンケートに協力

をお願いします。

　現在、下館ローターアクトクラブは４名（中

２名は30歳以上になっている）で活動しており

ますが、このままでは自然消滅してしまいます。

継続・消滅、いずれにしても我々会員の総意が

鍵です。

　そこで、本年度 山崎ＰＧより頂いた資料を参

考にお答えください。

　尚、今年度は昨年度に続き20万円の補助を

しました。

Ｑ１　継続について

　1. 何とか立て直さなければならない　11 名

　2. 現状のままでよい　　　　　　　 　０名

　3. 消滅やむなし　　　　　　　　　  　6 名

Q2　あなたの会社（職場）にアクト要員（18歳

から30歳）がおりますか。

　1. いる　　  7 名

　2. いない　10 名

Ｑ３　いる方への質問です

　1. アクト入会に協力できる　0 名

　2. いるが協力できない　　　5 名

　3. 頼まれれば何とかできる　1 名

　以上の集計結果でしたが、本日の出席が17

名ということですので、あと半数近い会員の意

見が解りませんので、本日結論を出すのは控え

ますが、いずれにしても皆さんもこの問題につ

いて真剣に考えてみて下さることをお願い致し

ます。また、ご意見をお聞かせ下さい。

前例会報告   第2814回   2017/11/22（水）

会 長 挨 拶 　永 盛  武 会長

　先週の例会において宮田憲一さんを新入会員

として迎える件についてお諮りしておりました

ところ、どなたからも異議が御座いませんでし

たので、本日ここに改めて承認の報告をさせて

いただきます。有難うございました。

　尚、推薦人のご意向で1月からの入会としま

すが、12月クリスマス例会には出席して頂き

ます。

　それでは改めまして皆さまこんにちは！今日

はクラブフォーラムで御座います。その内容は

ロータアクトの現状を知っていただくと共に、

今後アクトの在り方に関する会員皆さまの意思

の確認であります。これにつきましては、フォー

ラムの中でアクトに関する資料と共にアンケー

トをお願いいたしますので資料参考の上ご協力

下さい。忌憚のないご意見をお願い致します。

一日一言　　むすび　安岡正篤著

　いかに死すべきかということは唯、死を願う

消極的な心ではない。いうまでもなく、ある偉

大な感激の対象を求めて、それに向かって没我

的になって行く。己を忘れ、あるいは己を擲つ

（ナゲウつ）べきある偉大なる感激の対象を得る

生活であります。我々が喜んで、勇んで、己を

空しうし、己を忘れて没入して行くような、そ

ういう対象を得ることを、大和言葉では「むす

び」（産霊）という。日本精神を最も活き活きと

つかむため、日本精神の真骨頂を把握するため

には、この「むすび」ということを知ることが、

根本の問題である。

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○白戸ガバナー事務所より地区大会記録が届き

ました。皆様のＢＯＸへ入れておきましたの

でご覧ください。

○岩瀬クラブから現況報告書が届いております。



『 未来へチャレンジ 』　 2017－18年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

の39.6％が中国からの学生なので、絶対数が多

いことを理解下さい。また、大学から推薦さ

れた候補者を実際に面接しますと、やはり中

国人には優秀な方が多いのも事実です。しか

し、第2820地区では国籍のバランスを考え、

一カ国の奨学生は全体の４割を超えないとい

うルールを作り、大学側にも片言の日本語（会

話）が出来る程度の学生にも視野を広げて欲

しいとお願いしていますが、逆に応募者が規

定数に達しない状況も発生しています。

Ｑ.「本来は苦学生への奨学金ではないのか？」

Ａ. 選考基準として「米山奨学生は経済的に困っ

ているから採用されるものではなく、奨学生

の優秀性と研究を通じた将来への期待」を重

視しています。また、奨学金の使い道は自由

ですが、ロータリー事業や他の奉仕活動への

参加に使用しております。

Ｑ.「外国人より日本の若者へお金をあげるべき

と思うが」

Ａ. 設立趣意書に基づき、一貫して外国人留学

生を対象としています。東日本大震災遺児に

ついては、賛同地区が支える『ロータリー希

望の風奨学金』により、2015年６月現在で

延べ人数は228名が受給しています。

Ｑ.「２種類の寄付があるけど、どう違うの？」

Ａ. クラブから定期的に送金いただく「普通寄

付」と、個人・法人・クラブから任意でいた

だく「特別寄付」があります。米山事業は寄付

金だけで成り立っています。毎年800人から

の奨学生を支援する安定財源として普通寄付

金が必要となります。また、1967年に財団

法人の許可を申請した際、普通寄付金による

一定収入が見込まれると当時の文部省を説得

し、国内全クラブから普通寄付の確約をもら

うことを条件に設立許可を得た経緯があるた

めです。

　今年の８月26日に、熊本市で『世界米山学友

会合同懇親会』が開催され500名が参加しまし

た。ここに集まった世界からの学友はほんの一

部にすぎません。まだ小さな組織かも知れませ

んが、将来の“世界平和”に必ず貢献できると

私は信じております。皆様からのご理解とお力

　　　　　　　卓　話　２

菊池敏米山記念奨学会
　　　　　総括委員長

『ロータリー米山記念奨学事業について』

地区委員となって多くの疑問や質問が寄せられます。

例を挙げると

Ｑ.「貴重な寄付がなぜ片寄った国（中国や韓国）

の学生に支払われるのか？」

Ａ.2012学年度の50.8％に比べて減少傾向にあ

りますが、日本の高等教育機関で学ぶ留学生



＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

4つのテスト　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

▼中丸　　健さん　百目鬼さん、7ＲＣゴルフ

コンペ優勝おめでとうございます。

▼潮田　武彦さん　7ＲＣゴルフ 百目鬼さん、

おめでとうございました。ゴルフ、楽しく周

れました。

▼秋葉　浩一さん　百目鬼会員、7ＲＣゴルフ

コンペ優勝おめでとうございます。

▼馬場　　保さん　百目鬼会員優勝おめでとう

ございます。永盛会長、誕生日おめでとうご

ざいます。

▼百目鬼博行さん　7ＲＣ親善ゴルフコンペ シ

ニア部門で運よく優勝してしまいました。

▼新井　利平さん　感謝と奉仕　今月も本業を

支えてくれた従業員たち、そして家族に対し

感謝し、ロータリアンとして奉仕部門に協力

の意を表したい。

▼鈴木　光則さん　感謝と奉仕　今月も頑張っ

た、生かされている自分とロータリーの友情

に感謝して。

▼新井　和雄さん　7ＲＣゴルフ大会にて百目

鬼博行会員の優勝を記念して。

　　本日の合計　　13,000 円
   　累計　　　　507,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）　　　　

11月 15日　炉辺会合（７名）

　　瀧田　昌甫・関谷　　徹・小林　一彦

　　岩﨑　晴男・鈴木　光則・新井　和雄

　　百目鬼博行

11月 17日　7ＲＣゴルフ大会（６名）

　　百目鬼博行・日向野　陽・黒澤　昌之

　　関谷　　徹・潮田　武彦・永盛　　武

11月23日　結城ロータリークラブ

　　永盛　　武

をお借りして、今後の『人づくり』のご協力にお

願い致します。最後に、米山事業の歴史は60

年が過ぎ、今年度は財団設立50周年を迎えま

す。しかし未だに『平和』という言葉が聞こえま

せん。最近は米国と北朝鮮のきな臭いニュース、

日本と中国・韓国の関係、中東の問題が報道さ

れています。

“未来へかける平和の架け橋”

　ロータリー米山記念奨学会内ではマスメディ

ア等で取り上げられている外交問題は存在しま

せん。『平和』には多大な労力と時間がかかりま

す。一つ一つの積み重ねと考えます。国際交流

がすぐに平和に結びつくわけではありません。

うまく交流できない奨学生もいます。しかし、

この地道な活動、日本のロータリアンは60年

以上続けてきました。そしてその成果は確実に

出ていると思われます。

　日本のロータリアンたちが受け継いできた米

山記念奨学事業は、今を生きる我々ロータリア

ンの誇りです。先輩たちがつないできた「米山

のたすき」を、次の世代に伝えていきましょう！

　現在の皆様の深いご理解とご協力により、将

来の『世界平和』へと繋がると信じたいと思い

ます。今回の話が少しでも皆様の参考になれば

幸いです。

　本日は貴重なお時間を最後までご清聴頂き、

誠にありがとうございました。

スマイルＢＯＸ  新井 和雄 副委員長

▼永盛　　武さん　アンケートにご協力くださ

い。百目鬼さん、7ＲＣゴルフ優勝おめでと

うございます。

▼中里　泰久さん　本日のクラブ協議会が有意

義なものになりますように！

▼小林　一彦さん　百目鬼さん、7ＲＣゴルフ

コンペで優勝おめでとうございます。

▼加藤　昌美さん　7ＲＣゴルフコンペ、百目

鬼会員 優勝 誠におめでとうございます。

▼佐藤　　昭さん　7ＲＣゴルフコンペで優勝

おめでとう、百目鬼会員。

免除

2
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0
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会員数

32


