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VOL. ４５  No.３７ （通算Ｎｏ．2159） 

                         

2008 年 5 月 28 日（水）例会プログラム 

点鐘                                           ロータリーは分かちあいの心 

ロータリーソング                       2007－08 年度 国際ロータリー会長 

ビジター紹介                                 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

出席報告                      

ＳＡＡ報告                         

諸報告                              2007―2008 年度 会長テーマ 

幹事報告                               奉仕に熱意 

ガバナー補佐卓話 一年間を振り返って                    思いやりの心で 

鈴木 豊ガバナー補佐 

 

  例会報告 Vol.45 No.３６(No.2158）５月１４日（水）雨のち曇り(司会北村陽太郎委員長) 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ◇地区協議会報告 

◇国際親善奨学生報告 

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  洪 シウォンさん 

国際親善奨学生 七尾友美子さん 

 

誕 生 祝 

          

≪会員≫石塚利明会員  熊谷 昇会員 

 

幹 事 報 告 （田上秀雄幹事） 

６月４日（水）移動例会となります。 午後６時３０分より 「幸すし」 ＧＳＥ歓迎会 

週報受理クラブ 石岡８７ＲＣ 

例会変更クラブ 石岡８７ＲＣ  ５月２９日（木）⇒５月３１日（土） 午後６時より エル・フラメンコ 

      ６月５日（木） 職場訪問 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。米山奨学生のホンさん、国際親善奨学生の七尾さん、ようこそいらっしゃいました。

会員一同心より歓迎申し上げます。 
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理事会の報告をさせて頂きます。バミューダよりの短期学生受入について、

クラブとしては受け入れない。 承認されました。 

1920－21年度  クラブ数 ７５８  会員数 55,146名 

 いよいよ、この年度に、日本の東京クラブが結成されました。スペインのマド

リットで発足し、ロータリーがヨーロッパ大陸に拡大したが、スペインのクラブは

1940年に解散するが、マドリット・クラブは1977年に再結成されました。国際大

会が英のエジンバラで開かれ、米国国外で開催された最初の大会であり、同

大会で、国際平和と親善が、ロータリーの綱領の一部として採択されました。

オーストラリアのメルボルン、フランスのパリ、日本の東京、メキシコのメキシコシティー、ニュージーランド

のウェリントンとオークランドでクラブが結成され、6ヵ国が新たにロータリーに加わりました。 

 日本の最初のロータリークラブは、1920年10月20日に創立された東京ロータリークラブで、1921年4月1

日に、世界で855番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟が承認されました。 

 初代会長は米山梅吉氏ですが、彼にロータリーの存在を伝えたのは、三井物産の現地法人の支配人と

して、既にダラス・クラブの会員であった福島喜三次（きそじ）氏です。福島氏は1915年にダラス・クラブの

アディショナル正会員となった最初の日本人ロータリアンでした。 

 1917年10月に目賀田種太郎男爵を団長とする。政府派遣財政経済委員の一員として渡米した米山氏

（三井銀行役員）が、1918年の正月をダラスの福島宅で過ごし、更に福島氏のゲストとして、ダラス・クラブ

の例会に出席したことから、米山氏にはロータリーに対する充分な予備知識がついていたと思われます。 

 1920年1月に帰国した福島氏は、アルバート・アダムス国際ロータリークラブ連合会会長から、特別代表

の任命を受け、米山氏と共に奔走しますが、年度末までに、創立に必要なチャーターメンバーの数を集

めることができず、期限切れとなってしまいました。 次期のエスタス・スネデコル連合会新会長は、直ちに

パシフィク郵船横浜支店長W・Lジョンストンを共同代表に任命して拡大の協力を命じました。 

1920年9月1日に。設立準備会が開かれ、10月20日、チャーターメンバー25名が集まって、銀行クラブで

創立総会が開催され、東京クラブが誕生しました。 

 

地区協議会報告    

職業奉仕部門 ２００８－０９年度 白井 豊職業奉仕副委員長 

倫理１１か条の話。 

４つの反省   １.自分のお客様に対して  ２.従業員に対して、苦情に対して   

３.競争者に対して ４.共業者に対して  ・・・・・１９３２年に４つのテストが出来た 

 

 

 

 

 

国際奉仕部門 ２００８－０９年度 松崎隆詞国際奉仕委員長 

目に見える奉仕が国際奉仕、やりがいのある委員会であり、やり終えたときの満

足感のある委員会である。 

ＷＣＳ、マッチンググラント等の説明。青少年交換学生の受入の話。 

国際交流共同について、海外での地区やクラブで友好親善をはかる。日立ＲＣ

ではコミュニケーションを取るのにボランティアで日本語を教える活動をしてい

る。 
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ロータリー財団部門 ２００８－０９年度 古谷榮一ロータリー財団委員長 

２００８－０９年度の目標・・・寄付１人当たり１３０ドル、ベネファクター １クラ

ブ１名、ポリオ撲滅特別寄付 １人３０ドルを３年間 

地区補助金が総額３２,０００ドル（積極的な参加）、マッチンググラントについ

ても積極的な参加 

ＧＳＥ・・・受入が３月、派遣５月 

 

 

 

米山奨学会部門 ２００８－０９年度 福田克比古米山奨学会委員長 

日本での受入奨学生の多い国・・・中国・韓国・台湾（台湾が０になり、日本

からアメリカへ留学） 

地区より、１人２０,０００円の寄付をお願いして下さいというお話でした。 

 

 

 

 

 

米山奨学生あいさつ   洪 シウォンさん 

カウンセラー  松村仁寿会員 

国籍・・・韓国 

筑波大学生活環境科学研究科生命産業科学専攻 

こんにちは。洪 シウォンと申します。今年はロータリ

ーの皆様にサポート頂いて勉強したいと思います。宜

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

国際親善奨学生報告   七尾友美子さん 

皆様こんにちは。昨年の１０月に伺って以来の訪問となり

ます。その後の報告をさせて頂きます。 

ロータリー財団の研究会、先月ありました地区大会に参加

しながら、同時進行で１月の中旬にＲ財団より英国の大学

の指定を受けました。独特な文化を勉強したいと思いまし

た。３月に無条件合格の通知を頂き、８月の出発に向けて

準備しています。９月からその大学で知的財産権の研究

を１年間してきたいと思います。今日、４つのテストを初め

てお聞きして、その中で「みんなのためになるかどうか」と

いう歌詞があったと思いますが、本当に皆様の毎日のエネ

ルギーがたまたまお金という形になってこうして私の勉強の機会を与えてくださっていると思っていますの

で、深く感謝をしながら１年間勉強したいと思っています。ありがとうございます。 
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出 席 報 告 （大塚令昌委員） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４９名 ４２名 ７名 ０名 １名 ８７．７６％ 

 
ニコニコボックス（武藤康之ＳＡＡ）              入金計 ￥38,000  累計￥1,896,000 
誕生祝御礼≪会員≫熊谷・石塚（利） 各会員  

財団奨学生七尾さん、米山奨学生ホン・シウォンさん、ようこそいらっしゃいました。 大串会員 

日経新聞の紙面を賑わしてお騒がせしてしまいました。恐縮です。財団の七尾さん、米山のホンさん、よ

うこそ水海道ロータリークラブへ。  田上会員 

クラブ協議会よろしくお願いします。  染谷（正）会員 

明日は親睦ゴルフ大会です。１位賞品の「マグロ」を始め、会長賞、幹事賞等々たくさんの賞品をご用意

させていただきました。皆様、宜しくお願い致します。明日は雨も上がりそうです。  穂戸田会員 

明日は天気も良さそうです。宜しくお願い致します。  福谷会員 

明日のゴルフよろしくお願いします。  古矢会員 

米山のホンさんを皆様どうぞよろしく。  松村会員 

七尾さん、留学合格おめでとう。  瀬戸会員 

神社本庁より今月２０日に功績表彰を受ける事になりました。また先週休みました。  福田会員 

その他   山野井会員 

いよいよ今夜はクラブ協議会です。大串・田上年度ももうすぐ終わりですね。ご苦労様でした。  

青木（正）会員 

例会欠席しました。  石塚（利）・古谷  各会員 

本日早退させていただきます。  海老原会員 

 
 会報委員会 委員長 松坂興一  副委員長 登坂 寛  委員 石塚利明  
 

 
平成２０年５月１５日（木） 於：水海道ゴルフクラブ 
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ゴルフ大会参加の皆様、親睦委員会の皆様、お疲れ様でした。 


