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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.４（No.２０４４） 7 月 27 日（水）晴れ  （司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊夏季交換学生挨拶 

                                

ビ ジ タ ー 

S・Y 君と保護者様 

K・R 君と保護者様 

H・T 君と保護者様 

K・M君と保護者様 

 

諸 報 告  

ロータリー財団 （斎藤広巳委員長） 

お配りしました茨城新聞（Ｈ17.7.1）の９ページに「超我の奉仕」で地域に貢献、国際親善という２８２０地区

の座談会が掲載されております。また、ページの下の方には、５９クラブの会長、幹事の氏名が載ってい

ます。 

職業奉仕委員会 （山崎進朗委員長） 

かねてよりお願いしまおりました、３分間スピーチ（自分の職業）の原稿を本日までにお願いします。 

国際奉仕委員会 （北村陽太郎委員長） 

７月２４日（日）に国際奉仕研究会が開催され、出席してまいりました。識字率向上、ＧＳＥ、ＷＣＳついて

の説明がありました。 

２００４－２００５年度決算報告 （大串 卓前幹事） 

別紙の通りです。 

 

米山奨学委員長及び米山奨学カウンセラー合同セミナー報告 （秋田政夫副委員長） 

萩原ガバナー挨拶 

１. 米山奨学制度が優秀な学生のための教育的制度から原点の人道的制度に戻りつつあるように見え

る。また、日中、日韓問題の渦中にあるが、この米山奨学制度は将来に向かっての深い考えがある。

是非、カウンセラー、世話クラブにおいてはこの機会に真の文化交流に役立って欲しい。 

２. 本年度のＲＩテーマの一つ、識字率の向上についてこの茨城県には５万人の外国人が住み、１万人

の花嫁が存在している。国際奉仕、社会奉仕と連携し、米山奨学生がその向上に支援ができる。 

米山全国理事（佐藤ＰＧ）挨拶 

１. 厳しい経済状況、会員減少により２００４－２００５年度の寄付金は、前年度より３．９％減、普通寄付金

１．７％、特別寄付金４．８％の減少となり、現在奨学資金特別積立金の取り崩しを余儀なくされてい

る。従って、２００５年度採用数は１０００名から８００名採用となる。また、当２８２０地区においては３０名

から２４名に削減されることになる。（寄付金順位、全国８位。一人当たり約１７,０００円の寄付金、川

崎・横浜地区は１０年間２５,０００円～３０,０００円） 

２. 本年度の２８２０地区寄付金目標は、一人２０,０００円とする。 

３. 米山奨学生の地区特別採用数の決定方法について・・・・寄付金の推移を目安に採用決定する。各

地区の留学生有資格者数とその地区の個人平均寄付額の全国比を基準とする。現在の比率は、有

資格者数３０％、個人平均寄付額７０％としている。２００３年度までの比率は、有資格者数４０％、個

人平均寄付額６０％、即ち地区の寄付意識に応える目的から寄付金額の割合を引き上げた。 

三上総括委員長から 

１０月の米山月間には、世話クラブ以外のクラブに学生と共に地区委員が訪問し、理解を求めたい。 

総  評（清水地区研修委員長） 
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寄付金の集め方として、一度に大きな金額を集めなくても良いのではないか。日々、一円募金、あるいは

ワンコイン募金を奨励すれば、一人２０,０００円から３０,０００円寄付が可能となる。また、各企業にも理解を

求めたらよいのではないか。そして、米山奨学生と良く交流し、その国の文化を理解して欲しい。 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理     牛久ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸西ＲＣ、つくばシティＲＣ 

例会変更通知受理      藤代ＲＣ ８月８日（月）→８月４日（木） 午後６時より キリンビール取手工場 

   土浦南ＲＣ ８月１６日（火） 休会 

 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
皆さん、こんにちは。 
本日は、来月５日にツウンバに出発する、交換学生の皆様とその保護者の皆様に、ご出席いただいて

おります。お忙しいところ有難うございます。このプログラムは、１９回目（２０年目）になり、派遣学生６８名、

受入４５名になります。２週間ではありますが、是非貴重な体験を積まれ、たくましくなって帰ってこられる

ことを期待致します。 
次に、２５日社会奉仕委員会を開催し、１クラブ１プロジェクトの企画委員会のメンバーを決めさせて頂

きました。発表させて頂きます。 
企画委員長に染谷秀雄社会奉仕委員長、副委員長に島田 勝社会奉仕副委員長、 
委員に、石塚利明社会奉仕委員、根本恒夫社会奉仕委員、山崎進朗職業奉仕委員長、福田克比古新

世代奉仕委員長、松村仁寿副会長、穂戸田好範会員、会長、幹事 
識字率向上についての良い企画が出来ると思います。期待してください。８月３日の夜に、第一回企画委

員会を開きます。 
ところで、私は生まれも育ちも滋賀県です。滋賀といえばふな寿しです。強烈なにおいがするのですが、

酒（特に冷酒）のつまみに最高です。ここ水海道もファンが大勢おられるのには本当にビックリしました。い

かに呑べえが多いかの証かと思います。ふな寿しのふなは琵琶湖にしか生息していないふなで、ニゴロ

ぶなといいます。ところが、１５年ほど前より困った事にニゴロぶなが激減しております。その原因、犯人は

誰が放流したか判りませんが、ブラックバス（オオクチバス）なのです。非常に繁殖力が強くしかも琵琶湖

の固有の淡水魚を食べまくっています。ブラックバスのようなものを外来生物または、外来種といいます。

人が、外国よりペットなどの目的で持ち込んだものです。例えば、アライグマ（ペット）は北海道で農作物へ

の被害が出ています。ミドリガメは大きくなると危険です。マングース等々。そこで、外来生物が広がらない

ようにするため、６月より始まったのが「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」通

称「外来生物法」です。釣り愛好家の大反対もあったのですが、小池環境大臣の英断かと思います。これ

で、ニゴロぶなの絶滅もなくなり、これからもふな寿しで一杯できます。私も水海道から見れば外来生物、

幹事も北海道のクマ。気をつけましょう。（*＾∇＾*） 

 
夏季交換学生出発前の挨拶  

S・Y 君  水海道市内在住 

 市内公立高等学校１年 

 

K・R 君 水海道市内在住 

 市内公立中学校２年 

 

H・T 君 水海道市内在住                       S・Y 君        K・M 君 

 近隣市の私立中学校１年 
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K・M君 水海道内在住 

 市内公立高等学校１年 

 

一人一人英語でのスピーチがありました。 

 

                                       

出 席 報 告 （大塚令昌委員）                K・R 君           H・T 君 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４８名 ４０名 ８名 ０名 ７名 

出席率 ９７．９１％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

・オーストラリアホームステイに参加させて頂きます、S・Yの父です。お世話になりますので宜しくお願い致

します。   交換学生保護者様 

・交換学生でお世話になります。    交換学生保護者様 

・交換学生の皆様、ツウンバで貴重な体験を積んでください。    青木（清）会員 

・交換学生の皆様、ようこそ。オーストラリアで夏の楽しい思い出を沢山作ってきてください。  熊谷会員 

・祝、ツウンバへ出国。   青木（正）会員 

・本日、ツウンバ交換学生が出席します。宜しくお願いします。   北村（陽）会員 

・孫がお世話になります。   長塚会員 

・孫がオーストラリア交換学生でお世話になります。    皆葉会員 

・交換学生（甥）K・R がお世話になります。    山崎（進）会員 

・４人の交換学生がオーストラリアを楽しんで来ますように。    染谷（秀）会員 

・孫が生まれました。    大串会員 

・地区米山奨学会研究会に出席してきました。良く理解を深める事が出来ました。    秋田会員 

・ゴルフダイジェストダブルス関東決勝で１１位になり、片山津ゴルフクラブで行われる全国大会に行く事

になりました。    斎藤会員 

・出席できました。    山野井会員 

・ハチに数箇所刺されました。無事に例会に出られました。   横山会員 

・交換学生４名のチャレンジ心に感服、オーストラリアをエンジョイしてきてください。  石塚（克）会員 

・例会欠席しました。    松村・石塚（利）  各会員 

入金計 ￥５０,０００ 累 計 ￥３７０,０００ 

 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

ＳＡＡ Sergeant at Arms【会場監督】：直訳すると軍曹になるが、議会などの守衛官の意味がある。機関

の命令に従わせたり、秩序を維持するなどを任務とする。ロータリーでは、ニコニコボックスの徴収、管理

も重要な任務となっている。 

 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 
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