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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1171回（本年度 第14回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 10/21 のお知らせ
■創立25周年記念式典・祝賀会
　16：00～ 式典
　17：00～ 基調講演　白阪 琢磨 名誉会員
　18：00～ 祝宴
　太閤園　ダイヤモンドホール

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社会奉仕委員会クラブフォーラム
　辻 一夫 社会奉仕委員長

※次週、10月19日（木）の例会は10月21日
（土）の創立25周年記念式典のため振
替休会となります。

10月21日に行う創立25周年記念式典と祝宴の準備が着々と進んで
おります。会員の皆様にも当日の役割をお願いしております。ご協力
をお願い致します。ご尽力頂いている実行委員会の皆様に感謝申し
上げます。

先週に行われたガバナー杯野球大会では、5対1の快勝で2年ぶりに
勝利されました。同好会の皆様、おめでとうございます。
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2017-18年度第1170回（第13回例会）
幹事報告 (10/5)

幹事  辻 義光

■10月は米山月間です。本日の卓話は嶽下国際奉
仕委員長に米山奨学についてお話をしていただき
ます。また井本会員から8月のインターアクトクラブ
海外研修旅行についてお話をしていただきます。

■10月12日（木）、社会奉仕委員会フォーラムです。
辻一夫委員長よろしくおねがいいたします。

　当日、次年度理事・役員候補の発表です。

■10月21日（土）大阪中之島ロータリークラブ創立
25周年記念式典です。

1．登録開始　15：30

2．記念式典　16：00

3．記念講演　16：50

4．祝賀会　　18：00

5．太閤園3階ダイヤモンドホール

■地区より2018-19年度地区委員会出向者推薦の
お願いが来ております。

1．公募期間　2017年11月17日（金）まで

2．出向者選定　2017年12月

3．出向者通知　2018年1月下旬

10月は、「米山月間」です。本日の卓話は、嶽下国際
奉仕委員長から米山奨学制度についてお話して頂き
ます。そして、井本会員から8月に行われたインターア
クト海外研修の報告をして頂きます。宜しくお願い致
します。

そして、10月は、特別月間として「経済と地域社会の
発展」というテーマがありますが、このテーマとロータ
リーがどの様に関わるのかピンとこないと思います
が、今月のガバナー月信記載の片山ガバナーメッ
セージを一読して頂くと理解出来ると思います。その
一部を紹介します。

「経済と地域社会の発展」これはRI戦略計画の三本
柱の一つ「人道的奉仕の重点化と増加」に該当し、ま
たグローバル補助金の「6つの重点分野」の一つでも
あり、世界の切実な課題を解決する奉仕活動の指針
です。

「経済と地域社会の発展」は言い換えれば貧困の撲
滅です。世界人口の14億人近くが職を持っているに
もかかわらず、約8億人が1日1.90ドル（220円）以下
で生活していると言われています。

若者のワーキング・プア率は約37.7％に達し、約1億
5,600万人の若者が就労しているにも関わらず、貧困
状態（1.90ドル以下）または中程度の貧困状態（3.10
～1.90ドル）で生活しています。

貧困者の70％の収入源は農業であり、雇用における
男女格差が根強い等、切迫したニーズがあります。

日本で生活している我々が、これらの課題解決を直
接行う事は困難ですが、ロータリー財団の奉仕プロ
グラム等に寄付をすることで、間接的に参画すること
が出来るということをご承知頂きたいと思います。

本日のメニュー

・オードブル
・牛フィレ肉のステーキ野菜添え　赤ワインソース
・トマトとメスクランのサラダ、コーヒー、パン



ロータリー米山記念奨学会は、財団50周年を迎えた。
日本のロータリーの礎を築いた米山梅吉翁の生い立
ち・功績から、その遺徳を記念して始まった当事業の
特徴、学友の活躍などを紹介している。

ロータリー米山記念奨学事業の最大の財産は“学友”
であり、これまで支援した約2万人の奨学生・学友は、
日本と世界を結ぶ懸け橋となって活躍している。

【目的と事業】

米山記念奨学事業は、ロータリーの理想とする国
際理解と相互理解に努め、国際親善と交流を深め
るために優秀な留学生を支援し、国際平和の創造
と維持に貢献することを目的としている。

米山奨学生は奨学期間中にロータリーの例会や
ロータリーの奉仕活動に参加することによって、日
本の文化、宗教、習慣などを学び、社会参加と社会
貢献の意義を育て、将来、ロータリーの理想とする
国際平和の創造と維持に貢献する人物となること
が期待される。

米山記念奨学会では、日本全国のロータリアンの
寄付を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に対
して奨学金を支給している。

1967年に財団法人として認可され、また、2012年
1月4日に公益財団法人に移行した。

世界へ届け  米山の懸け橋(ロータリー米山記念奨学会 財団設立50周年記念)ＤＶＤ鑑賞

国際奉仕委員会 嶽下勇治 米山担当



2カ月ほど前になりますが、8月3日（木）～8月6日
（日）までインターアクト海外研修（香港・マカオ）へ帯
同してまいりました。

インターアクトクラブの海外研修はインターアクター
の生徒たちにとっても目玉の事業で各学校基本5名
ずつの参加になります。

海外研修の目的は、奉仕の理想に結ばれた青少年の
世界的友好を通して国際理解、親善及び世界平和の
促進を奨励育成することとなっております。

今回参加はインターアクト校9校、生徒55名と先生
10名、ロータリアン44名の109名の大所帯でした。

1日目は関西国際空港で片山ガバナーから結団式を
いただきました。

お昼には香港国際空港へ。

その後市内観光でゴンピン360へロープウェイを1
時間ほど乗って大仏を見ました。

その後、ホテルの近くの中華料理店で夕食を。生徒
は3日目に開催される交流会での出し物の河内音頭
を練習しておりました。

2日目はホテルを出て近郊にある「Fung Yuen 
butterfly reserve」でエコ環境ツアー＆植樹を行い
ました。

珍しい蝶々が生育に欠かせない木の植樹を現地の
香港のインターアクターと交流しながら雨の中の植

樹を楽しみました。

そしてお昼はタイポマーケットでランチをし、午後は
線棒中学校へ訪問をし現地のインターアクターと交
流会。日本からの学生は、星野源の恋ダンスを披露し
相手との交流が一気に深まりました。

晩は、宿泊しているリーガルクオルーンホテルで正式
な歓迎会を開いていただき現地のロータリアンとの
交流もありました。

その後、なぜか予定にないオーケストラも見に行き
ましたが…

3日目は朝から、九龍フェリーでマカオに行きました。

マカオでも中学校へ行き、現地の熱い歓迎を受けま
した。

このころには生徒たちも、同じく日本から行った他の
インターアクトの学生、現地のマカオの学生ともよく
コミュニケ̶ションが取れており楽しく過ごしていま
した。

その後、学校を後にして、世界遺産であるSt.ポール
天主堂へ行きました。

この日は熱くでみんな人の多さとでバテテおりました
が、現地のエッグタルトの有名店でそれを食べてご
機嫌になりました。

その後、香港へ戻り、ホテルから1時間以上郊外にあ
るドイツレストランへ浴衣姿で行きました。

インターアクト海外研修報告

井本 万尋 会員



ガバナー杯野球大会 対くずは
先週は素晴らしい勝利を収め、続いて・・・と期待が高まりましたが、3回までは5分5分で良い試合でしたが・・・ちょっとミス
が続き、結果としましては、15対２でした。

【報告事項】

1. 国際奉仕フォーラムにおいて

１）国民的スポーツについて

２）結婚について

３）教育制度について

４）お年寄りの面倒は誰がみているのか

５）来日前と来日後の日本観の変化について

６）国として困っていることは何か

以上の質問事項を元に米山奨学生学友会関西会長と

協議の上、内容をまとめる。

日　時：2017年10月5日（木）　13：30～13：45
場　所：太閣園　2F
出席者：嶽下委員長・坂本副委員長・栗山副委員長・安達・戸田・辻 一夫　 以上6名（敬称略）
議事進行：嶽下委員長

2017-18年度国際奉仕委員会打合せ議事録

中国
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
ネパール
フィリピン
スリランカ
スウェーデン
ポーランド
スペイン

98
26
2
2
1
3
1
1
1
1
2

台湾
ベトナム
インド
アメリカ
ミャンマー
ブラジル
イラン
ルーマニア
モンゴル
マレーシア
セルビア

33
10
2
3
3
1
1
1
4
4
1

米山学友会（関西）国別一覧

現地でインターアクターと待ち合わせておりごった返
しの中、盆踊りを踊りました。唯一、帰りに全員で夜景
を見れたのが生徒たちにとって思い出となったので
はないかと思います。

最終日は香港国際空港で見送りを現地のインターア
クターと交流をかわし無事にけが人なく帰って参りま
した。



ニコニコBOX

村橋：創立25周年記念式典の準備、有難うございます。

西田：すっかり秋らしくなりましたね。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

嶽下：秋になりました。爽やかです。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：ニコニコ

金森：結婚記念日の美しいお花をいただいて

下岡：ニコニコ

前田：特になし

村上：やっと秋らしく涼しくなりました。体調管理に気
をつけましょう。

北村（薫）：西田さん、お帰りなさい

満村：ニコニコ

戸田：文春にグルコサミンは効かない記事を書きま
した。

栗山：ニコニコ

藤本：ニコニコ

本日合計 : ￥41,000
累　計 : ￥567,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 77.91 %
9月14日の修正出席率 100 %

●メイクアップ
松任 保勇   9 月10日 ガバナー杯野球大会
満村 和宏   9 月10日 ガバナー杯野球大会
岡本 啓吾   9 月23日 ガバナー杯野球大会
下岡 陽一郎   9 月16日 秋の家族会
戸田 佳孝   9 月12日 吹田江坂RC

●本日のビジター
 徳島RC 西野 武明 様

▲お誕生日のお祝い：左より嶽下 勇治親睦活動小委員・井本 万尋会員・
　満村 和宏会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より満村 和宏職業奉仕委員・
　杉村 雅之会員・高島 凱夫会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より梅原 一樹会員・金森 市造会員・
　満村 和宏会員・嶽下 勇治会員・村橋 義晃会長
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