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第 2537 回 2020.10.7
ビジター紹介 1. ⽶⼭記念奨学学友選考副委員⻑
⼩林達郎 様
2. 米山奨学生（中国） 佟 針叶（とう しんよう）

誕生祝

小川幹事・紙本会員

会長挨拶

結婚記念⽇祝

様

宮杉会員・藤倉会員・東幸会員

小松原 孔明会⻑

皆様こんにちは。ようこそ１０⽉第１例会にお越しくださいました。また、本⽇はお客様をお迎えして
おります。⽶⼭奨学⽣の佟針叶様、地区担当委員会の副委員⻑をお勤めの⼩林達郎様、本⽇はようこそお
越し下さいました。会を代表して御礼申し上げます。卓話の件もどうぞよろしくお願い致します。
前回の例会より少し時間が空いてしまいましたが、部⾨セミナー他各種の事業へのご参加を頂きまし
た皆様、お忙しい中のご参加ありがとうございました。
さて、ここ数日になりますが、新入会員候補の方へのご挨拶に回っております。ロータリークラブとは
何ですか？具体的には何をするのですか？と、お尋ねを頂きますが、逆に、ご自身からみてどのようにお
感じになりますか？と聞き返します。ＰＲが得意でないことはやむを得ないとして、今年のＲＩのテー
マ・スローガンのように、機会を開くきっかけにして下さい、あなたが何をしたいのか、多様な選択肢が
ありますので、ご希望・ご要望をお聞かせ下さいとお話をして参りました。ローターリーの魅⼒とは何な
のか、その魅⼒をきちんと伝えきれているのか？⾃問⾃答が続いております。
この後、卓話も控えておりますので、締めさせて頂きますが、引き続きよろしくお願い致します。
また、部門セミナーもラスト１回が残っております。ご担当の皆様にもご参加の程、よろしくお願い致
します。

R 財団寄付者報告
⼤塚⾠男会員

10,000 ドル（大口寄付）

櫻井進 R 財団委員⻑ 1,000 ドル
ありがとうございました。

幹事報告
議

題

地区大会について

内
11 月 14 日（土）16：00

容
ロイヤルパインズホテル浦和
ＲＩ会⻑代理晩餐会 4 名出席

11 月 15 日（日）11：30
16：20
世界ポリオデーについて

川口総合文化センター
各クラブ紹介

10 月 24 日（土）
各クラブにて啓蒙活動のお願い。
その様子（写真等）を紹介してください。

米山奨学部門セミナー

9 月 26 日（土）午後 ZOOM で開催
⼩松原会⻑、⽟⽊委員⻑、⾕野会員が出席しました。

国際ロータリー日本事務局より

10 月より通常勤務

2019-2020 ⻘少年交換留学⽣

９月 27 日（日）15：00

帰国報告について

⾚沼⾥和⼦さんが報告しました。

地区大会ゴルフコンペについて

10 月５日（月）プレステージカントリークラブ

ZOOM 帰国報告会

参加者：柳沼会員・佐伯会員・宇津⽊会員・増⼭会員
例会会場の環境

アクリルパーテションを各テーブルに設置
お弁当のケース・ペットボトルは必ず持ち帰ってください。
例会後は使⽤したテーブル・イス・パーテーションの消毒をお願い
致します。

⻘少年奉仕部⾨セミナー

10 月 28 日（水）
⼩松原会⻑、⼩川幹事、紙本⻘少年奉仕副委員⻑、出席予定

セミナー報告

10 月 28 日（水）職業奉仕・国際奉仕・米山奨学

11 月 11 ⽇（⽔）⻘少年奉仕
連絡事項の返信

各種案内に対し、必ず期日を守って返信願います。

10 月ロータリーレート

1 ドル

105 円

理事会報告
議

題

内

地区大会について

容

新入会員候補者近況について

・選挙⼈（梨本会員、柳沼会員）が選出
・１４日は高浜会員、伊藤会員、小山会員、小松原会員が参加
・１５日は会員全員に出席要請
・恒例の⾷事会等は中⽌し、プレゼントを配布する⽅向で調整
（詳細は佐伯委員⻑に⼀任）
・参加者は予算を確認し人数を決定する
・参加費はクラブで半額負担とする
・⼭本職業奉仕委員⻑、⼩川幹事が参加
・登録料はクラブで全額負担とする
・引き続き２名の勧誘を進める

次年度地区役員推薦について

・梨本会員と⼭⼝会員の２名を推薦する

クリスマス例会について
ライラ研修について
職業奉仕部門講演会について

市役所関係（充て職）について ・国際交流については充て職ではないので、実情を確認する

例会プログラム

・FAX で連絡・ホームページに記載

会計報告

・各委員会の予算にかなり余裕がある

その他

・大塚会員が大口（1 万ドル）寄付あり

ニコニコＢＯＸ
結婚記念⽇祝ありがとうございます。藤倉会員・東会員・宮杉会員
誕生日祝ありがとうございます。⾦⼦会員
本日宜しくお願い致します。⼩林達郎様
皆さんしばらくです。

孫が帰国報告しました。⼩栗会員元気に！芦葉会員

櫻井会員

本⽇宜しくお願い致します。⼩林様、佟さんようこそ。
⼩松原会⻑・⼩川幹事・柳沼会員・⾕野会員・紙本会員・岩上会員・三牧会員・⽟⽊会員・⼩⼭会員・
⼭本会員・梨本会員・⼭⼝会員

ニコニコ BOX・財団 BOX
合
ニコニコＢＯＸ
結婚記念日祝
ビジターフィー

計

累

本日の出席率
会員数

計

28,000

139,001

9,000

15,005

0

0

出席者数

暫定出席率

(出席免除 9 名)
47 名

リアル
リモート

33 名
0名

89.36％

卓話
米山奨学生様

佟针叶様

上尾ロータリークラブ
皆さん、こんにちは。私は上尾ロータリークラブの米山奨学生
佟针叶（トウ

シンヨウ）と申します。中国出身、２３歳です。

⼤学４年⽣の時⽇本に来て、今は埼⽟⼤学理⼯学研究科環境シス
テム専攻の修⼠２年⽣です。私の名前の「針叶」は祖⽗がつけて
くれました。意味は松の葉、針葉です。松のように強い⼈間にな
ってほしいという願いが込められています。私の趣味は手作りで
す。⼀番興味があるのは刺繍です。
私は中国陝⻄省の咸陽市（かんようし）で⽣まれました。咸陽
市は秦朝の⾸都で、歴史を有す古都です。もし皆さんが陝⻄省に
来る機会がありましたら２つの場所をお勧めします。１つ⽬は秦朝の始皇帝陵にある兵馬俑（へいばよ
う）です。前 384 年秦国は正式に殉死制度を廃⽌して、人間のかわりに、人や馬や生活用具をかたどっ
た俑が埋葬されるようになった。兵士及び馬をかたどった俑は兵馬俑といいます。２つ目のおすすめ場
所は⼤唐不夜城です。唐王朝の⾸都は⻑安（現在の陝⻄省・⻄安）で、盛唐⽂化を背景として、コンサー
トホール、美術館、映画館、劇場、路上店などがあります。昼より、夜の⼤唐不夜城はとても綺麗です。
私の大学はハルビン師範大学ので、ハルビンも２つの場所をお勧めします。１つ目は「氷雪大世界」です。
中の建物は氷で建ちました。氷はライティングされてキラキラ輝き、夢みたいな童話の世界に入ったよ
うです。２つ⽬は雪⾒⾵呂です。
私は今埼玉大学大学院での研究はムジナモという絶滅危惧になっている水生食虫植物の保存です。ロ
ータリー⽶⼭記念奨学⽣⽣活は今年４⽉からです。今年は新型コロナウイルスの流⾏などで暗い年が、
私は奨学生になってから献血活動など活動参加できて、新しい友達もでき、以前充実、有意義な生活がで
きるようになりました。自分を鍛えられました。心から感謝しています。ご清聴いただきありがとうござ
います。

⽶⼭記念奨学部⾨学友選考委員会副委員⻑

⼩林達郎

(幸手中央 RC)

本日は、卓話にお招きいただきありがとうございます。幸手中央 RC の⼩林達郎です。今年度は、学友
選考委員会の副委員⻑として活動しております。
本年度⽶⼭記念奨学部⾨では、⽥中徳兵衛パストガバナー(川口 RC)を担当諮問に迎え、工藤篤史部門
委員⻑(川口モーニング RC)を筆頭に、藤島剛史委員⻑(⼤宮⻄ RC)を中心とした増進委員会 7 名、島村
健委員⻑(上尾 RC)を中心とした学友選考委員会 6 名、この 2 つの委員会を組織し、計 14 名で⼀年間活
動を⾏っております。
⽶⼭奨学事業は、⽇本のロータリーの創始者、故⽶⼭梅吉⽒の偉業を記念し、1952 年東京ロータリー
クラブが、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を⽀援する奨学事業「⽶⼭基⾦」を⽴ち上げることか
ら始まりました。1967 年には、財団法⼈の認可を受け、2012 年には、公益財団に認定されました。
⽶⼭奨学⾦の最⼤の特徴は、⽇本最⼤の⺠間奨学事業と世話クラブ・カウンセラー制度です。2020 年
度は、全国で 825 名採用があり、米山奨学生は、世話クラブやカウンセラーを通じて、より深く日本を
知り、ロータリーの求める平和の⼼を学べることができます。奨学⾦は、⽉額：学部課程 10 万円、修士・
博士課程 14 万円で、課程修了まで最⻑ 2 年間⽀給されます。本年度 2770 地区では、37 名採用され、
国別では、中国 20 名、ベトナム 4 名、ネパール 3 名、マレーシア 2 名、韓国 2 名、台湾、カンボジア、
ミャンマー、ナイジェリア、コンゴ共和国、フランス各 1 名となっております。 今後も、米山奨学事
業に対し、ご理解と益々のご協⼒をお願いし、挨拶とさせていただきます。

