
・点　鐘　半田会長
・ソング　君が代　奉仕の理想�
・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�
・ビジター　（日高）小坂雅彦様�
・四つのテスト斉唱　前島職業奉仕委員�
・卓　話　大澤  衞様、郭  依欣さん�

【会長報告】
　大変残念なことですが細田徳二郎会員より
９／３０付で退会届が提出され理事会で承認さ
れました。創立以来４６年間在籍、第１５代会長、
分区代理をされ、定款第７条６節、細則第１３
条７節により「名誉会員」に推挙されました。

【幹事報告】
・理事会開催。１１月プログラム承認。�
・ロータリーレート１＄＝８６円�
・飯能市社会福祉協議会・沢辺会長より特別
　会費要請、通例の２口３万円を拠出、承認。�
・７月より、入会５年以内、３年以内の方は夫々、
　平沼クラブ研修リーダーの下で研修有。１１
　月～来年２月まで。１０／１５締切り。�
・１０／６所沢、ＩＭ演劇部門のレッスンに半田
　会長が出張。１１／７米山カウンセラー会議
　には萩野会員が出席。�
・「地区大会記念誌」をお持ち帰りください。�
◎例会変更のお知らせ�
◇所沢中央ＲＣ�
・１０／２５（月）振替休会 １０／２３（土）移動例会
　　友好クラブ・甲府シティＲＣとの合同例会
　　フォレストイン昭和館�
・１１／１（月）振替休会 １０／３０（土）・３１（日）
　　市民フェスティバル参加�
◇所沢東ＲＣ�
・１０／１４（木）例会振替　１０／１０（日）ところざわまつり

　　　綿菓子販売�
・１０／２８（木）移動例会「日帰りバスツアー」�
・１１／４（木）ガバナー補佐訪問�
・１１／１１（木）ガバナー公式訪問�
・１１／２５（木）夜間移動例会
◇狭山ＲＣ�
・１０／１５（金）　１０／１６（土）日帰り親睦旅行
　　浅草散策・屋形船�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈＆スピーチ�
　ラオスの小説『愛する人のために』
…皆さんは愛する人の目が見えな
くなったら、どんなことをして助
けますか。小説では、妻の目が見え
なくなり、夫は彼女が普通の生活
を生きられるように助けました。
例えば、彼は毎朝早起きして彼女
を車で会社まで送り、仕事が終わ
ってから迎えに行きました。それ
までの生活に比べて大変になった
と思います。それが一生だったら
皆さんは出来るでしょうか。彼は

３か月に亘って続けました。ところがある日、彼女はバスに
一人で乗って通勤させられたのです。しかも彼は一回しか
一緒に行ってあげませんでした。皆さんは彼をどう思いま
すか。とても悪い夫だと思いませんか。彼女を愛していると
すれば一生そのことをするくらい出来るのではないでしょ
うか。その日から彼女は一人でバス通勤。日が経つにつれ次
第に普通の生活に慣れて行きました。そんなある日、彼女が
バスを降りようとした時、運転手から「あなたはとても幸運
な女性ですね」と言われ、びっくりして「どうしてですか」と
聞くと、「毎朝、ある男があなたと一緒にバスに乗って、隣の
席に座ってますよ」と答えました。彼女はとても感動して涙
がこぼれました。その男とは夫だったのです。たとえ自分が
もっと大変になっても彼女が普通の生活に慣れるようにそ
んなことをさせたのだと知り、私は感動しました。もし皆さ
んだったら愛する人のためにどんなことを助けてあげますか。
毎日彼女を車で会社まで送りますか。彼女を一人でバスに
乗せますか。…ご静聴有難うございました。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君
　１０／２０夜間例会は４８名の参加。途中、バス
は小休止を取るため「出発１５：３０」に変更。
◎会員増強委員会　　　　　　　  矢島（高）君
　新入会員の増強にご理解ご協力を頂きたい
と思います。よろしくお願いします。
◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君
　東清州ＲＣ訪問は１１／２５（木）～２７（土）と２８（日）
の２案。２日目、親睦ゴルフ（予定）。「ロッテホテ
ル」新館３５階レストランはドラマ撮影等で使
われる、人気の場所だそうです。

【出席報告】無断欠席なし。

【Ｍ　　Ｕ】
９／２１（日高）平沼君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・本日は「米山奨学会」の卓話に伺いました。ど
　うぞよろしくお願いいたします。    大澤 衞様�
・大澤さん、ようこそ。本日はよろしくお願い致し
　ます。中里（昌）君、吉田（健）君、萩野君、市川（洋）君�
・本日お世話になります。（日高）小坂雅彦様�
・小坂さん、ようこそ。本日はお世話になります。
　 新井君、吉田（健）君、矢島（高）君、和泉君、前島君�
・１０／４商工会議所ゴルフ大会には多くのＲＣメンバー
　の方々にご参加頂き有難うございました。お陰様で
　  盛会裡に出来ました。　　　　　　　　　　新井君�
・結婚記念日のお花、有難うございます。４０周年を迎えました。
　夕べはヘリテイジで貸切状態でお祝いしました。小谷野君�
・結婚記念日に、お花有難うございます。吉澤君�
・秋の行事が重なり欠席早退が多く申し訳ありません。
　 明日の運動会の準備の為、早退します。　　 服部君�
・早退。 小川君、土屋（崇）君、藤原君、細田（伴）君�
本日計３３，０００円、累計額３０２，６２２円。
◎１３日例会当番は細田（吉）会員、石井会員です。
�
【卓　　話】
講師紹介　　　　　  市川（洋）米山奨学委員長
　’９３年、和光ＲＣ入会。０４年、会長。０５―０６年、地
区副幹事。０６―０７年、地区幹事。０７―０８年、地区財
務委員長。０８―０９年、米山奨学委員長。０９―１０年、
地区財務委員と地区米山奨学部門委員長。

郭さん／立教大学コミュニティ福祉学研究科修
士２年、所属は狭山ＲＣ。高齢者福祉の認知症ケア、
認知症グループホームについて研究中。４年前
に来日し日本語の勉強を１年半位した後、上智
大学で研究生として社会福祉学の基礎的な専門
科目を勉強。そして立大修士課程を受験、入学し
ました。台湾でも社会福祉が専門でしたが、高齢
者福祉については日本が進んでおり台湾で勉強
したことのない専門も多いので今もまだ頑張っ
ています。今年４月に米山奨学生に選ばれ、非常

に感謝して心も豊かに生活
も豊かになって来ました。
いろいろな偉い人達と接す
ることは私にとって非常に
貴重な経験。卒業まで半年、
頑張りたいと思います。

大澤様／「ガバナー月信」の
ご回覧をお願いします。「豆
辞典」新情報は中国学友会、
学友中心の「東京米山友愛
ＲＣ」の誕生等。奨学生の採
用数は２年前の寄付金実績
に応じて決めるので現年度
２３名に対し次年度は２６名。
現年度は２年間継続の学生
が８名おりましたが次年度
は３名、２３名を新しく迎える
ことになります。飯能ＲＣに
は毎年引受けて頂いており
ますが、受入れご案内時に国・

大学等ご希望に沿うようなるべくさせて頂きま
す。特別寄付は大口１０万円でなくても、各会員か
ら５千円、１万円でもご協力を頂ければ…。地区
では前年度３千２百万円の寄付を頂いたのです
が、会員数にすると３人に１人の割合。特別寄付
に関しては６０数％の方にご協力頂けてないと
いうのが事実。大学が少ない地域では関心が薄
い。文科省認可で２０１０年から普通寄付も控除
対象になりましたが、事務局から米山奨学会に
報告が無いと控除が受けられません（「月信」参照）。
奨学生には確かに裕福な方もいらっしゃいます。
ただ、親が裕福でも奨学生が裕福とは限りません。
米山は民間で最大、年間「８００人」の学生に援助
していますが、月１４万を半分にして「１，６００人」
に支援したらという話もあります。しかし、夫々
の国の優秀な学生を育て、いずれ母国に帰られ
た時にそれなりの地位に就いてＲＣを理解し日
本国国民を理解して頂ければ争い事も無くなる
だろう、日本人を一番理解出来るのが奨学生、学
友の方々だろうと本部では考えているわけです。
「貧しい」とかそういうことではなく国の中枢で
働いて頂く方々を育てようというのが当奨学会
の目的ですので、ご理解頂ければと思います。学
友会は台湾、韓国、中国と順に出来ています。昨年、
北京で第１回学友会が開催、第２回総会は上海
万博に合わせ７月に開催されました。日本から
２５０名程のロータリアンが参加。ＨＰを一度ご
覧頂いて活動にご理解頂きご協力を賜れればと
思っております。１２／１２川越東武ホテルでの
奨学生主催Ｘｍａｓ会にも是非ご参加ください。
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ています。今年４月に米山奨学生に選ばれ、非常

に感謝して心も豊かに生活
も豊かになって来ました。
いろいろな偉い人達と接す
ることは私にとって非常に
貴重な経験。卒業まで半年、
頑張りたいと思います。

大澤様／「ガバナー月信」の
ご回覧をお願いします。「豆
辞典」新情報は中国学友会、
学友中心の「東京米山友愛
ＲＣ」の誕生等。奨学生の採
用数は２年前の寄付金実績
に応じて決めるので現年度
２３名に対し次年度は２６名。
現年度は２年間継続の学生
が８名おりましたが次年度
は３名、２３名を新しく迎える
ことになります。飯能ＲＣに
は毎年引受けて頂いており
ますが、受入れご案内時に国・

大学等ご希望に沿うようなるべくさせて頂きま
す。特別寄付は大口１０万円でなくても、各会員か
ら５千円、１万円でもご協力を頂ければ…。地区
では前年度３千２百万円の寄付を頂いたのです
が、会員数にすると３人に１人の割合。特別寄付
に関しては６０数％の方にご協力頂けてないと
いうのが事実。大学が少ない地域では関心が薄
い。文科省認可で２０１０年から普通寄付も控除
対象になりましたが、事務局から米山奨学会に
報告が無いと控除が受けられません（「月信」参照）。
奨学生には確かに裕福な方もいらっしゃいます。
ただ、親が裕福でも奨学生が裕福とは限りません。
米山は民間で最大、年間「８００人」の学生に援助
していますが、月１４万を半分にして「１，６００人」
に支援したらという話もあります。しかし、夫々
の国の優秀な学生を育て、いずれ母国に帰られ
た時にそれなりの地位に就いてＲＣを理解し日
本国国民を理解して頂ければ争い事も無くなる
だろう、日本人を一番理解出来るのが奨学生、学
友の方々だろうと本部では考えているわけです。
「貧しい」とかそういうことではなく国の中枢で
働いて頂く方々を育てようというのが当奨学会
の目的ですので、ご理解頂ければと思います。学
友会は台湾、韓国、中国と順に出来ています。昨年、
北京で第１回学友会が開催、第２回総会は上海
万博に合わせ７月に開催されました。日本から
２５０名程のロータリアンが参加。ＨＰを一度ご
覧頂いて活動にご理解頂きご協力を賜れればと
思っております。１２／１２川越東武ホテルでの
奨学生主催Ｘｍａｓ会にも是非ご参加ください。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 萩野君、服部君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

米山奨学について

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

※次週の例会案内は省略。

郭 依欣 さん（カク  イキン）米山奨学生

大澤  衞様（和光ＲＣ）第２５７０地区米山奨学部門委員長

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

柏 木 君
神田（敬）君
［プログラム］

小 崎 君
小谷野君
［職業分類］

北 田 君
木 川 君
［Ｒ財団］

卓話「シェルターボックスに
　関するプレゼンテーション」

第２５７０地区
パストガバナー戸田一誠様

埼玉県薬物乱用
防止指導員 今牧晋一様

卓話「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」

内田雪彦様

卓話「今日から川柳作家」

例会取消（法定休日）

平成２２年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）


