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卓話：「人を育てる奉仕事業」

『留学生との交歓会』

担当：地区米山奨学委員会
坂田

担当：木下

健治 国際交流委員長

妙子委員長

第１１２１回例会

（２０２２年

１０月２７日）の記録

「会長の時間」

山田 克子会長

今年も残すところあと 65 日となりました。10 月末にハロウィンが終わりますと、街並みや店舗は
クリスマスの飾り付けへと移ります。12 月に入りますと京都の風物詩としていくつかの寺院では、
無病息災を願い、参拝者に大根炊きがふるまわれます。昨年は大根炊きがコロナで中止になっていまし
たが今年は振る舞われるようです。
先週はガバナー訪問でした。懇談会での様子を少しご報告致します。
宮里ガバナーが一番始めに発せられた言葉が「クラブからのご質問を何でもお受け致します」でした。
私は少し驚きと共に直ぐに感じたのは、千里メイプルのクラブの現況も把握され、伊藤ガバナー補佐
からの報告も受けられているので、現況に書いてある通りのありきたりの話よりもよい意味で対話を、
と思われたのかなと感じました。話の中で水島会員から米山も大事だけれど日本の学生も援助してあげ
たいと言われますと宮里ガバナーも同じ思いでおられた事や、寄付に対する質問にもクラブにお任せ
するなどお答えを頂きました。
終盤に地区補助金申請に関する私からの率直な質問にも答えられました。当時千里メイプル様からの
ご批判もあちこちから耳にしていましたと言われ、それをふまえてのご訪問だった事もわかりました。
例会本番のガバナーとしてスピーチされている宮里様とは違い、最後の方は少し穏やかに懇談ができた
と勝手ながら感じました。ガバナーとしてのお仕事や卓話の大切さなど含め、他にも私自身初めて知る
お話も多かったです。
私はまだまだ学ばせて頂いている最中です。ガバナー訪問もそうですし、最近クラブ内でも高尾会員
から学ばせて頂きました。仕事や例会日時と重なる活動などで例会に出席できない会員をあたたかく
待ち迎えることです。高尾会員は岡部物故会員から例会に出席することが大事だと言うことを教わられ
た上で、その事を伝えていく時期がいつでもいいわけではなく会員各々の事情や状況を見守り、仲間を
大切に思うあたたかさも大事だと感じさせて頂きました。
ロータリーソングの中で私は本日の「それでこそロータリー」が好きです。どこで会っても～から
始まりますが、それでこそロータリー、様々な思いを含めこれからのんびり頑張りたいと思います。

＜お客様＞ 2022 学年度

米山奨学生

＜出席報告＞

黒川

グエン キム フンさん

彰夫 SAA

会員数（内免除会員 1 名）

19 名

本日の会員数

11 名

＜ロータリーソング＞

全会員

♪それでこそロータリー♪

（内出席免除会員０名）

＜本日の演奏曲目＞

（内名誉会員

１. あたたかい日差しの中で

０名）

本日の出席率

61.11％

２. 遠くへ行きたい

10 月のホームクラブ出席率

56.76％

３. Yesterday

近藤 美里さん

＜幹事報告＞

山本

友亮 幹事

１． 地区大会登録申し込み表を先週に引き続き回覧致しますので、ご記入下さい。
２． 箕面千里中央 RC より講演会のご案内が届きました。
案内チラシを回覧致しますので、参加されます方はチラシをお持ち帰りの上
記載してある QR コードもしくは URL から各自お申し込みください。
『地球市民宣言 ―これからの感染症対策をふまえてー』 更家 悠介氏講演
◆日時：2022 年 12 月 3 日(土)14 時～16 時
◆場所：千里ライフサイエンスセンター ５F ライフホール
◆参加費：無料
３． 本日例会後に予定されておりました指名委員会は延期させて頂きます。
４． 来週 11 月 3 日は祝日休会です。次回例会は 11 月 10 日になります。

＜ファイン セッション＞

担当

水本会員からの楽しい出題で￥10,908 の例会場拠金が集まりました。

水本 徹 SAA 補助

木下 健治 SAA 補助

＜SAA 報告＞
＊スマイルボックス
な

し

＊ラオス基金
な

し

＊ロータリー財団
水島会員

財団フォーラム担当です。

藤田会員

水島

水本会員

本日フォーラム 宜しくお願いします。

山田会員

水島財団委員長 よろしくお願い致します。

高尾会員

国際奉仕・財団・米山 フォーラムです。

相原会員

コメントなし

洋委員長 本日 財団フォーラム よろしくお願いします。

＊米山記念奨学会
藤田会員

水本

徹委員長 本日 国際奉仕・米山奨学会フォーラム

宜しくお願いします。
山田会員

水本国際奉仕・米山委員長 どうぞよろしくお願い致します。

高尾会員・山本(雅)会員 コメントなし
＊メイプル基金
山本(友)会員

先週は皆さま お疲れさまでした。

黒川会員

辻原

登さんが文化功労章を受章されました。

《本日のお料理》

1． シーフードマリネのサラダ

2．イカ団子のスープ

3．鶏の揚げ物

４．ふんわり韮玉 ５．鮮魚の蒸し物 ６．白飯、ザーサイ

ピリ辛ソース

７．ココナッツアイス

◇◆◇◆フォーラム（国際奉仕・財団・米山）◆◇◆◇
【国際奉仕委員会】

水本

徹委員長

国際奉仕委員会は皆様ご周知のとおり「ロータリー財団委員会」・
「米山奨学委員会」
・
「国際奉仕プロジェクト委員会」
・
「国際交流・青少年委員会」と４つの小委員会からなり
仔細は各委員長にお願い致しますが、地区協議会では「ウクライナ支援の要請」もあったの
ですが小規模な当クラブで従来の活動に重点をおきたいと考えています。
【米山奨学委員会】

水本

徹委員長

本年度より２年間当クラブとして 17 人目の米山奨学生グェン キム フンさんを迎えています。
グェンさんはとても明るく活発な女性で勉学に頑張っておられ、将来は仕事や学友会での活動
を日本で活躍されることを願っていますし、会員の皆様のご指導ご支援を改めてお願い致し
ます。
【ロータリー財団委員会】

水島

洋委員長

1.恒久基金寄付について
地区ロータリー財団から要請のある 30 ドル/年の寄付について理事会に諮ったところ、寄付は
自由意志であるから、一律に徴収するのは問題がある、という意見が多数ありました。
ロータリー財団の寄付袋に「恒久基金」と明記し区別して毎週それを会員ごとに集計する案も
出されましたが、ロータリーレートが毎月変わる中での円/ドル換算作業とその管理はとてつも
ない作業になり現実的でないと考えられます。
よって、寄付の意思のない会員に配慮し、恒久基金 30 ドルの寄付の意思のある会員のみが
事務局に「寄付申込書」を提出し、事務局はその会員たちを対象に、第 3 四半期の会費請求時に
恒久基金寄付を請求するという考え方です。
特に異論がなければこの方向で 11 月度理事会に諮らせていただきます。
2.ロータリー財団寄付について
2001-2011 年にかけて 10 年間にわたりロータリー財団寄付のひとり当たり寄付額が地区で 1 位
か２位を続けていました。金額ベースでひとり 500 ドルを超える年もありました。
そのころは高尾会員から「千里メイプルは青少年を支援する伝統があって財団寄付に積極的だ」
という話をよくお聞きしました。
ひとつには、当時まだ制度のあった国際親善奨学生に学生を推薦し、留学先に送り出すことも
クラブを活性化させていたと思います。
クラブで最後の財団奨学生であった多田将晴君の結婚披露宴には当時の高尾会長とカウンセラ
ーの私が招待され、お父さんから千里メイプルへの感謝の言葉が述べられたのを覚えています。
現在では、財団本部の意向により 7 重点分野に特化した若干名の学生のみが留学しているようで
すが、その費用は親善奨学生の 4 から 5 倍であり、元にもどすべきではないかと考えています。

3.メジャードナーについて
寄付総額が 1 万ドルを超えるとメジャードナーの称号が与えられ表彰されます。
現在千里メイプルには 5 名のメジャードナーがいるが、2660 地区で 5 名以上いるクラブは
わずかであり、その点 千里メイプルの寄付活動は特筆されるものと考えます。
ロータリーの寄付活動は米山も含めてその額を競うものではなく、青少年の健全な育成に貢献
したいものです。
【国際奉仕プロジェクト委員会】

黒川

彰夫委員長

本委員会としては、本クラブの伝統でもあり、永続的に実施してきている関西医大看護学部
の教授となられた山本加奈子先生のラオス活動への支援を継続したいと考えています。また、
長年実施している関西大学の留学生との交歓会は国際交流･青少年委員会とも連携して開催
していきたいと考えています。
【国際交流・青少年委員会】

木下

健治委員長

11 月 17 日『留学生との交歓会』を進めています。
当日の会場は前の宴会の時間的な事情で「翠園」での開催になります。
山本 英一教授と留学生 5 名(中国 4 名、韓国 1 名)が来られます。
山本教授様は、当日 関西大学の行事と重なっているため、19 時にご退席されます。
18:30 から通常例会、会食で 19:00 からスピーチとなります。
今回は「コロナ禍でがんばったこと」をテーマに一人約 5 分の発表と 2 分の質疑応答の予定で
米山奨学生のグエンさんも含めて 6 名になりますので、約 50 分を予定しています。
留学生の皆さんも楽しみにしていますとのことですので、多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。

水本国際奉仕・米山奨学
委員長

水島ロータリー財団
委員長

黒川国際奉仕プロジェクト
委員長

木下国際交流・青少年
奉仕委員長

