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例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．４（Ｎｏ．2087） ７月２６日（水）晴れ（司会 石塚克己委員長） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶   松村仁寿会長 

◇ツウンバ派遣学生挨拶 

◇２００６－２００７年度事業計画   各委員会委員長 

◇研究会報告 

       

ビ ジ タ ー 

学生さんと保護者殿 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （北村英明委員長） 

納涼会のご案内 

９月２日（土） 六本木ヒルズとショータイム    回覧致しますので多くのご参加お願いします。 

 

ロータリー情報委員会 （青木全弘委員長） 

家庭集会のご案内・・・・８月３０日（水） 午後６時より 於：糀屋 

関係者の皆様には、御連絡を差し上げております。宜しくご参加の程お願い致します。 

 

表 彰 

２００５－２００６年度１００％出席 

北村 仁会員 

 

幹 事 報 告 （青木正弘幹事） 

週 報 受 理 なし 

例会変更通知受理 牛久 ８月７日（月） 午後７時より 甲子亭 

    ８月１４日（月） 休会 

お知らせ：８月１６日（水）は定款第５条第１節により休会となります。 

ロータリーレート ８月より １ドル＝１１８円に変更 

 

ツウンバ交換学生挨拶 

H・M 君 

みなさん、こんにちは。今回は、オーストラリアにホームステイに行くという経験を

させていただき、有難うございます。僕は、１人で海外旅行なんて初めてで色々

と不安もありますが、なかなか経験できないことができるので、この機会を活かし

てオーストラリアの文化を知ったり、沢山英語を話したりして自分のために出来れ

ばいいと思います。また、オーストラリアは行ったことが無い国なので楽しんでき

たいです。最後に、いろいろと協力を頂いた水海道ロータリークラブの皆さんや

家族の皆さん本当に有難うございます。 

 

O・N さん 

私は英語に興味があり、ホームステイをしてみたいと思っていました。なので、この機会を持つことが出来

てとても嬉しいです。オーストラリアでは、英語だけでなく、日本と異なる文化も学びたいです。そして、日

本に帰ってきたとき少しでも成長していたらいいなぁと思っています。 
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N・M さん 

こんにちは。私は外国にいったことが無いので今回

が初めてになります。だからとても緊張しています。

飛行機にも乗ったことが無いので落ちないか心配で

す。私は、オーストラリアに行ったら、１番最初にホス

トファミリーを通じて、沢山の友達を作りたいです。今のオーストラリアの事、たくさ

んの自然のこと、オーストラリア特有の文化のこと、オーストラリアと日本の違うとこ

ろなどを話し合いたいです。私は学校でソフトボール部に所属しています。オー

ストラリアはソフトボールが強いと聞きました。話しの合う子がいたらいいなと思います。オーストラリアでの

会話、見た事、やったことが全て最高の思い出になるから、私が出来る事は自分から積極的になって、出

来ないことはホームステイの家族の方に手伝ってもらい、一生懸命頑張りたいと思います。この企画に参

加させて頂き有難うございます。 

 

今後の予定 

出発 ８月１０日（木） 成田 ２１：４０ ＪＡＬ７６１便 

帰国 ８月２４日（木） 成田 １６：５５ ＪＡＬ７６２便 

帰国挨拶 ８月３０日（水） 

 

 

研 究会報告 

クラブ管理運営委員会 （島田 勝委員長） 

２２日（土）つくば国際会議場においてクラブ管理運営研究会が開催され、

松村会長と共に出席いたしました。１０：３０佐藤ガバナーの点鍾にて開会し、

吉岡クラブ奉仕担当カウンセラーの挨拶で始まり、その中でクラブ奉仕はク

ラブの本幹あるとうこと、また最近のロータリーは集金化しているのではない

か。そしてＲＩと日本のロータリーでは意識に差があるのではと述べられまし

た。続いて、永井研修リーダーより挨拶を兼ね研究会の主旨説明、そして

坪田総括委員長より今回のクラブ奉仕２部門を各セッション形式で討議を

進めますと説明があり本題に入りました。 

１． プログラム・セッションは、永井ＰＧの担当で進められ、約５分プログラムに関する考えを述べられ、そ

の中で、プログラム作成に当たっては会長の方針に沿って、会長と相談のうえ作成するように。また、

月間は必ず入れて作成する。なお、識字率向上月間は７月から３月に変更された。 

２． 親睦・セッションでは、吉岡ＰＧが担当され、話しの中で最近は会員間の信頼関係が希薄になってい

る。また、地区そしてクラブにおいての信頼関係はどうか、人間関係がロータリーにおける親睦である

と。 

３． 会報・セッションは、坪田総括委員長が担当し、まず会報の作り方について質問をされました。手作り

が約１７クラブ、その他は原稿を渡し外部に依頼。費用については、１０万、２０万、３０万とマチマチで

ある。また、東海ＲＣを例に挙げ、例会当日の卓話の原稿がその日の会報に載せているとの事。 

４． 出席・セッションは、井上ガバナーエレクトが担当され、 

① 出席はロータリアンの義務の一つ 
② １００％出席が原則、６０％は身分保護のための数字である。 
③ ２０００年の規定審議会でメークが前後１４日に 
④ 海外でのメークの期間は拘束されない 
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⑤ 出席免除は年齢＋在籍年数＝８５年以上 
５． ＩＴ・セッションは、城出委員長が担当され、会場にパソコンを設置しインターネットに接続しスクリーン

にて、地区のＨＰへのアクセスの方法、また地区ＨＰの沢山の情報を約１時間に亘り実際に紹介され

たわけですが、当クラブでは石塚ＩＴ委員長は大変詳しいので安心してお願いしたいと思います。 

以上５つの部門について長時間に亘り勉強しましたが、クラブを管理運営するには５つの部門がいかに

重要であるか、改めて認識しました。 

また、翌日の２３日（日）水戸三の丸ホテルで開催された米山奨学会及びカウンセラーの合同セミナーに

秋田委員長と共に出席しました。米山奨学会については後程委員長より報告がありますが、カウンセラー

としての役割については、佐藤ガバナーより端的に米山学生に対してのケアーを宜しくと、そして終了後

も学生とクラブとのパイプをしっかりとして欲しいしの言葉がありました。 

 

米山記念奨学会 （秋田政夫委員長） 

７月２３日（日）水戸三の丸ホテルで開催され、カウンセラーの島田会員と参

加してまいりました。 

佐藤ガバナーより 

本日の研究の成果をクラブにて理解していただきたい。また、本年度も１会

員２０,０００円平均の寄付をお願いしたい。 

萩原カウンセラーより 

１． ＲＩが「他地区合同事業」として米山記念奨学制度を正式に認可をした 

２． 現在、韓国、中国との政治摩擦のため、この米山記念奨学会のあり方に疑問視されがちですが、この

制度の理念は「平和日本を目指すという長期理念を持つ制度」であることを理解していただきたい。 

３． ２８２０地区は、現在平均一人寄付額１８,９９３円、３４地区中８位、当初５３名の奨学生を有していたが

寄付学の減少により２４名と削減。筑波大学の存在が大きく少なくとも毎年３０名は確保したい。 

佐藤二郎米山記念奨学会全国理事より 

１． 米山記念奨学会の改革と変化について・・・・・財政難のために本年度より博士課程１５万円の支給金

を１４万円に削減、学部学生１２万円を１０万円に削減する。また、奨学生数の２割カット。 

２． カウンセラーへの補助金、年額２万円のカット、クラブへは１万円プラスの４万円とした。 

３． 元来、積立金の利息にて運営経費を充当してきたが、ゼロ金利のため５０億円の積立金を経費、支

給金含めて１６億円を取り崩してきたが、その対策として奨学生支給金削減と奨学生数削減を実行。 

４． 米山記念奨学生数の地区割り当ては３年前の寄付額で決定され、また、地区内クラブ割り当て数も

同様の方法で決定される。本年度、当地区は２４名であり、次年度は３名追加の２７名となる。 

５． 当地区５９クラブ中２４クラブが世話クラブとなり、残りのクラブについて不公平性を生じていますが、

米山月間等において奨学生がクラブ訪問し格差是正を補っている。 

６． 台湾米山学友会シンポジュウム開催への参加・・・・２００６年９月２３日開催 

茨城大学留学生支援センター長から、留学生のどうこうについてのお話、また県国際交流推進課長から、

県内の国際交流の現状と将来についてのお話 

寄付金状況（２００６．６．３０現在） 

２８２０地区  水海道ＲＣ 

普通寄付  ９,７１６,０００円  １９２,０００円 

特別寄付  ３５,４４８,２８５円  １,１６０,０００円 

一人当たり １８,９９３円  ２７,５９１円 

会 長 挨 拶 （松村仁寿会長） 

皆さん、こんにちは。 

記録的な大雨での水害、九州南部地方や長野県に、親戚、又、知り合いのおられる方、大変だったと思
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います。この席を、お借りいたしまして、お見舞い申し上げます。 

さて、 ツンバロータリークラブに行かれる、３名の学生さん、こんにちは。皆さんは、これから国際感覚を

身につけるという日本に居ては絶対に味わえない貴重な経験をします。その一方で、日本の常識が決し

て世界の常識ではないことを学びます。日本ではどんなに成績のよい生徒でも、総じて教室では寡黙で、

当てられて初めて発言をしますが、外国では、発言をしないことは知らないことを意味します。知っている

ことは、当てられなくても自発的に発表します。皆さんも、その術を習得して自己主張の楽しさを身に着け

て帰国すると思います。しかし、自己主張という国際的な長所は、往々にして日本の社会では鼻持ちなら

ないと受け止められ兼ねませんが、「人生において重要なことは、大きな目標を持つと共に、それを達成

できたときの喜び」だと思います。皆さん、おじさん達の顔を見てください。年をとれば、額にしわが寄るの

は仕方ありませんが、心の中には、1 本のしわもありません・・・何事も、「不可能だと思わない限り、人間は、

決して敗北しない」という事です。どうぞ楽しんで来て下さい。 

 

２００６－２００７年度 事業計画 

米山記念奨学会 （秋田政夫委員長） 

日本独自のもので、民間最大の留学生支援団体であります「米山記念奨学

会」は、現在寄付金の減少化によりここ数年財政運営に大変危機的な状況

にあり、奨学生数の削減を余儀なくされてします。当２８２０地区においても

同様です。米山奨学会は、奨学生に奨学金を支給する事だけが目的では

なく、奨学生とロータリアンとの交流を目的としています。そして交流により

双方の文化、伝統、慣習を理解し、社会貢献をするプログラムとしての役割

を持っています。 

本年度は、中国山東省出身、東京農工大学在学、陸 洪省さん（博士課程２年）を島田会員がカウンセラ

ーを務めます。本年度の目標、計画は下記の３項目です。会員皆様の深いご理解とご支援を宜しくお願

い申し上げます。 

１． ２８２０地区寄付金目標額、１会員２０,０００円以上（普通寄付金＋特別個人寄付金）の達成。 

２． 米山記念奨学生との交流行事の実施 

３． 米山記念奨学功労者賞表彰取得 

 

新世代奉仕委員会 （古谷榮一委員長） 

本年度、当委員会は会長方針の次の世代を担う青少年に明るく正しく生き

てもらえるような活動をするということを、重点目標に実行していきたいと思い

ます。 

１． ライラ・セミナーへの協力・参加 

２． 社会奉仕委員会のプロジェクトへの協力 

３． ボーイスカウト・ガールスカウト活動への助成 

 

 

ロータリー財団 （北村陽太郎副委員長） 

ロータリー財団委員会としては、会長よりのワンポイントメッセージ１人１３０ド

ルの寄付（クラブ目標１万ドル）達成を目指します。目標達成のため、ロータリ

ー財団の目的・使命、そのプログラムなどを紹介することで、財団の重要性を

理解していただき、少しでも多くの寄付が出来るよう努力していきます。何卒、

会員一人一人の皆様のご理解とご協力の程宜しくお願いします。 

また、ワンコイン寄付についても継続事業とさせていただきますので、併せてご協力お願い申し上げま
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す。 

 

国際奉仕委員会 （斉藤広巳委員長） 

今年度国際奉仕委員会は、クラブ会長より奉仕の視野を世界にも求めて

いくというワンポイントメッセージを頂きました。当委員会は、本年度も長年

にわたり続いている国際青少年プログラムを継続し、強調事項の識字率

向上では、外国人向け語学教室への協力を計画しています。 

１． ツウンバＲＣへの交換学生の派遣 （８月に３名） 

２． ツウンバＲＣからの交換学生の受入 

３． ＷＣＳへの協力 （外国人向け日本語教室を開催している、国際交流

友の会バザーへの協力） 

 

出 席 報 告 （大塚令昌副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４８名 ３９名 ９名 ０名 ８名 ９７．９２％ 

 

ニコニコボックス （登坂 寛ＳＡＡ）           入金計  ￥４０,０００   累計  ￥３５２,０００ 

１００％出席御礼  北村（仁）会員 
お世話になります。  ３人の学生の保護者様から 
うっとうしい梅雨も間もなくあけると思います。久々の太陽気持ちがいいです。  松村会員 
ツウンバへの交換学生さん、オーストラリアを楽しんでください。   青木（正）会員 
久しぶりに青空を見ました。   大串会員 
２２日のクラブ管理運営研究会、そして２３日の米山奨学会及びカウンセラー合同セミナーに出席し勉強

をしてきました。    島田会員 
車のサイドガラス（２回目）割られましたので、会員の皆様も注意して下さい。   田上会員 
８月１０日よりオーストラリアツウンバＲＣに交換学生として行く、３人の学生さんと保護者様が来ています。

宜しくお願いします。  斉藤会員 
今回孫がツウンバにお世話になります。宜しくお願いします。   横山会員 
交換学生よろしくお願いします。   北村（陽）会員 
ツウンバへ元気に出発して下さい。   秋田会員 
交換学生の皆さん、いってらっしゃい！！   染谷（秀）会員 
携帯が壊れてデータを全て消失しました。車での安物充電器が原因のようです。皆様、ご注意下さい。   
石塚（克）会員 
天気が良くて最高！！   山野井会員 
例会欠席しました。   草間・大塚・石塚（利）  各会員 
早退します。   五木田会員 
ＳＡＡ今年宜しく    海老原会員 
皆葉会員に設営手伝って頂きました。ありがとうございました。弁当ピタリでした。   登坂会員 

 

会報委員会  委員長 角田雅宣   副委員長 北村 仁   委員 山崎善市 


