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第1228回例会

平成27年９月17日（木）

◉本日の例会プログラム 観月例会 19：00 〜
◎次回例会プログラム

陽なた家中津総本店
ゲスト卓話「ふるさと応援寄付金」
大分県企画振興部地域活力応援室長 磯田 健氏

前回（1227回例会）
の記録
平成27年９月10日
（木）
■ゲスト
浦橋英男氏
■ビジター
三郎丸裕司氏（中津RC）

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 15名
欠 席 者 数 ８名
出 席 率 65.22%

◎ロータリーソング 我らの生業
◎会長の時間 辛嶋会長
関東では線状降雨帯の雨雲がかかり集中豪雨が大き
な災害をもたらしています。常総市の皆さんは本当に
大変だと思います。心からお見舞い申し上げます。
さて、先週土曜日は岡野ガバナー補佐と米山財団セ
ミナーに参加してきました。今年度は熊本と大分で開催されるので、
時間の都合がつけば大分会場に参加することで交通時間が短縮され助
かります。ご承知のように米山財団は米山梅吉さんを記念して設立さ
れた奨学金財団です。米山さんは日本で初めてロータリークラブを紹
介し東京ロータリークラブを創立し自ら初代の会長になられた方です。
ご自宅に東南アジアからの留学生を書生として住まわせ、その留学生
がのちに母国に帰りリーダーになって行った経緯があります。米山さ
んを記念して東京ロータリークラブが寄金を集め財団を設立しました。
現在は123 ヶ国から年間600人以上の留学生に奨学資金を出していま
す。2720地区には現在16名の奨学生がいて、土曜日には大分県関係の
８人が出席してそれぞれ自己紹介をしていました。来月15日の当クラ
ブの例会には奨学生の金さんが卓話に来てくれる予定です。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 中津RC→9/23（水）休会
大分1985RC、大分城西RC、大分RC、大分東RC、大分臨
海RC、大分南RC、大分中央RC
●週報受理 熊本平成RC、八代RC、杵築RC、津久見RC
●会報受理 沖代ライオンズクラブ、ロータリーの友英語版注文書

■1226回出席報告の修正
1226回欠席者 10名
メイクアップ
２名
欠
席
者
８名
修正出席率 56.52%→

65.22%

●メイクアップ
辛嶋会員（米山セミナー）
、
二反田会員（Ｅクラブ）
●欠席者
川崎会員、
籾倉会員、
仲本会員、
土居会員、
長野
（定）
会員
矢頭会員、
田長丸会員、
小野会員

●報告事項
・中津RCより10月例会プログラム
・中津中央RCより10月例会プログラム
・Ｒ財団セミナー分科会討議内容についてのご案内
・第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回アジア太平洋地域
ローターアクト会議（登録のご案内）
・本日例会終了後、理事会開催
◎本日のメニュー

◎委員会報告 クラブ管理運営委員会
次週9/17例会は、観月例会となってます。19：00 〜陽なた家です。
当日はヴァイオリンのミニコンサートを予定してます。
◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
〔辛嶋会長〕今日9月10日は、私の5番目の孫の三歳の誕生日です。お祝
いに「おしゃべりコレクション☆こえだちゃんと木のおうち」をネッ
ト通販で取り寄せてプレゼントしました。最初、上の姉と取り合いに
なりましたが、今は仲よく遊んでます。
〔永松会員〕ちょうど一週間前、自宅が空き巣の被害にあいました。カ
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メラ等の防犯を施してはいたんですが、録画記録まで持っていかれま
した。
〔中島会員〕先日、北海道に行ってまいりました。知人とサケを釣りに
行くはずでしたが、サケがいなくサケ→酒に予定変更して、酒蔵巡り
をしました。
〔宇都宮幹事〕明日、仕事の慰労を兼ねて飲み会を予定しましたが、そ
の日が娘の誕生日ということを忘れてました。家内から責められて、
予定を変更するべきか・・・思案してます。
〔加来会員〕先月末は福岡でインプラントの一日研修会を担当しまして、
無事終えましたが、今度のシルバーウィークの連休は、4日間続きでイ
ンプラント学会、研修会が続きます。最終日はシンポジュームのパネ
リストになってます。準備に追われてますが、うまくいくことを祈っ
てます。
〔仲本会員〕うちの隣と前の家も泥棒に入られました。みなさんお気を
付けください。大勢のニコニコありがとうございました。
◎ゲスト卓話
「ホルムズ海峡とペルシャ湾岸諸国について」
1．日本〜ペルシャ〜日本の海上シーレーンについて
2．ペルシャ湾入り口のホルムズ海峡の現況について
3．ペルシャ湾岸諸国（8か国）の現況について
4．機雷について
5．難民船との遭遇、対応について
6．タンカーの燃料代について
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3月31日、
新横浜ロータリークラブ（ＲＣ）から南アフリカ共和国のケー
プタウンＲＣに、181万400円を贈りました。これは当クラブが2010年
にケープタウンＲＣ（南アフリカ・第9350地区）と協同で始めた「南
アフリカ学習者支援プロジェクト」への寄付です。
ちょっと変わった（？） 例会の食事エピソード② P14-18
「ロータリーは例会出席から」と言われます。会員の親睦に重要な役割
を果たす例会の食事。食事内容から経費節減まで、さまざまな工夫を
凝らしているクラブの「ちょっと変わった（？）
」例会の食事エピソー
ドを、見ているだけでおなかがすく「おいしい写真」とともに紹介し
ます！
ロータリーデー P19-23
前年度国際ロータリー（ＲＩ）会長の黄其光氏は、地区やクラブでロー
タリーデーを開催するよう呼びかけました。盛んに行われたロータリー
デーについては、ご投稿がたくさん寄せられました。今回も国内から
の事例を紹介します。

浦橋英男氏

◎ロータリー情報
ロータリーの友9月号のご紹介
ＲＩ指定記事
ロータリーグローバルリワードで賢く働く Ｐ3
ＲＩ会長 K. R. ラビンドラン
ラビンドラン会長は、
「仕事が思うようにはかどらない時、2倍がんば
ろうとするのはごく自然な反応です。しかし、時として、問題の解決
法はがむしゃらに働くことにではなく、賢く働くことにあったりしま
す。道具を見直し、やり方を分析してみることです。リソースを最も
効果的な方法で使っていますか？切れないおので薪を割ろうとしてい
ませんか？」と述べています。そして、
「今こそ、道具を研ぐ時が来た
のです」と話し、
「
『入会を増やし、退会を減らすために、ロータリー
の会員であることの価値をどう高められるか』と問うべきなのです」と、
会員増強の方策について投げかけています。
特集 『ロータリーの友』で広げよう ロータリーの世界 Ｐ7-18
今年度、あらたに9月を「ロータリーの友月間」に定めました。
『ロータリーの友』創刊の頃
創刊25周年記念座談会 『ロータリーの友』 1977年1月号から再掲
P8-10
安野 譲次（一宮ＲＣ） 柏原孫左衛門（東京ＲＣ） 遠藤 健三（岐
阜ＲＣ） 佐久間長吉郎（東京南ＲＣ） 露口 四郎（大阪ＲＣ）
『友』が創刊されたのは1953（昭和28）年。残念ながら、創刊に尽力
したロータリアンは皆、他界されました。創刊25周年を記念して、そ
れらの人たちが『友』創刊時を振り返った座談会を再掲載しました。
『ロータリーの友』過去・現在……そして未来 P11
時代とともに変遷してきた『ロータリーの友』ですが、日本のロータ
リアンを対象に編集されていること、日本のロータリアンの活動や意
見が記事のほとんどを占めていること、これらが変わることはありま
せん。
『ロータリーの友』の未来を決めるのは、皆さま一人ひとりです。
白熱の「ロータリーの友・友会」 P11
2014−15年度ロータリーの友地区代表委員 加賀 美奈
第2540地区では、歴代と現職、次期のロータリーの友地区代表委員が
集い、
「友・友会」
という会合を開催しています。議案検討だけではなく、
20年前の委員の体験談、委員になったことで思わぬ出会いがあったこ
となど、委員を経験した仲間だからこそ理解し合えることを共有する、
笑いと話題が尽きない会合です。
基本的教育と識字率向上 P12
「基本的教育と識字率向上」は、
ロータリーの6つの重点分野の一つです。
どのような活動があるのでしょうか。どのような活動をすればいいの
でしょうか。ポリオ同様、日本には非識字の人はほとんどいないので、
身近に感じられない、興味がないという方も少なくないでしょう。My
Rotaryの「ラーニングセンター」にあるパワーポイントの資料から抜
粋しました。

World Roundup 世界のロータリーニュース
THE ROTARIAN 9月号から P24-25
今年度からスタートした、国際ロータリー提供の連載コーナーです。
毎月、世界のロータリーニュースをトピック的に紹介していきます。
ロータリーは被爆樹木を通じて平和のメッセージを広げている P2627
2013年ロータリー世界平和フォーラム広島 ホスト委員会
緑の遺産担当 錦織 亮雄
「ロータリー世界平和フォーラム広島」で被爆樹木の存在とグリーン・
レガシー・ヒロシマ・イニシアティブの活動が紹介されましたが、そ
の時、要望のあったロータリークラブに被爆樹木の苗が贈られました。
日本のロータリークラブやアメリカ・エバンストン（国際ロータリー
世界本部の所在地）
、ハワイなど50か所に贈った苗が、平和へのメッセー
ジを発しながら育っています。
心は共に 東日本大震災 Ｐ28-31
2011年3月11日。あの日から4年になりますが、復興はまだ途上。具体
的な支援と寄り添う心は続いています。
「ロータリー希望の風奨学金」広がりを見せる活動の輪
ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会
東日本大震災で両親または片方の親を亡くした約1,750人の遺児たちに
奨学金（大学生、短大生、専門学校生対象）を給付する「ロータリー
希望の風奨学金」プログラムは、私たちロータリー東日本大震災青少
年支援連絡協議会の運営によるものです。これまでの支援実績とこれ
からの支援・運営方針などをご報告いたします。
ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識 ― 寄付金・財政編 ― P32-33
今月の「よねやまだより」は、前号に続いて「ロータリー米山記念奨
学事業の基礎知識」の寄付金・財政編です。寄付者の皆さまにとって、
「寄付金がどのように使われているのか」は、最も気になることではな
いでしょうか。そのため、当会では毎年本誌9月号にて、前年度の収支
決算と寄付金の状況をご報告しています。また、所得税・法人税など
の税制優遇制度についても、詳しくお知らせします。
Rotary いま…… Ｐ34
ロータリーの最新情報をお届けします。今回は「活用されるＳＮＳ」
です。
パズルdeロータリー P35
今年8月号から始まったこのコーナー。ロータリーのことはよくわから
ない、という人もご心配なく。パズルは一般的な問題で、ご家族の方
も楽しめます。正解者へは毎月10人の方に、ロータリーの友ロゴ入り
オリジナルペンをプレゼント（2色ボールペン＋シャープペン）の予定
です。
ＲＩからのお知らせ ソウル国際大会での分科会の提案書を募集中
P36-37
日本語で分科会を開いてみませんか？
ロータリー国際大会では毎年、テーマを絞った話し合いを通じて、新
しいアイデアや情報を得られる分科会が開かれているのをご存じで
しょうか？ 来年、ソウルで開かれる国際大会では、ロータリーの国
際性をさらに豊かなものとするために、日本人主催による日本語（ま
たは英語も可）での分科会の提案書を募集しています。さまざまな主
題で、プロジェクトの紹介、新しいアイデアの提案、情報提供が可能
です。

南アフリカの子どもたちのために P13
新横浜ＲＣ 2014−15年度国際奉仕委員長 山戸 伸孝
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