
２０１６年１０月３日（雨） 第１週 第２１６７回例会

”君が代・奉仕の理想”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

７８名 １１名 ８３．０８％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

皆さん、こんにちは。ゲスト並びにビジターの皆様、よ

うこそ例会にご出席下さり、有難うございました。心より

歓迎致します。

先月の23日は、ガバナーの公式訪問で、津島RCとの合

同例会でした。服部ガバナーは、懇談会、例会の中で今後

のロータリーの目指す方向をわかりやすく、熱く話しをさ

れ大変有意義なガバナー訪問であったと思います。皆様方

のご協力本当に有難うございました。国際ロータリー第27

60地区のHPに、ガバナー公式訪問の活動報告が掲載され

ております。一度開いて見て下さい。

今月は米山月間です。あまRCに第38回米山功績クラブ

感謝状と、5千万円達成クラブの感謝状が参りました。ど

ちらとも米山奨学事業に対して、会員の皆様方の深いご理

解とご協力の賜物と厚くお礼申し上げます。これからも一

層のご支援よろしくお願いします。本日は、山田直樹地区

米山奨学副委員長をお迎えして、米山奨学の現状について

お話をお願いしております。よろしくお願いします。

今週はノーベル賞ウィークです。ノーベル賞は、ダイナ

マイトの発明で財を築いたA.B.ノーベル氏が遺贈した基金

をもとに、毎年4機関によって授与される1901年から始

まった世界的権威を持つ賞です。物理学、化学、生理学・

医学、文学、平和の5部門と、スウェーデン銀行の寄付に

より1969年から設置された経済学も含め、全5部門1分野

で顕著な功績を残した人物に贈られます。今年も日本から

受賞者が誕生し、3年連続受賞となるのでしょうか。発表

が楽しみです。

さて今後の例会ですが、10月10日は、体育の日で休会

となります。10月15日は秋の家族会で京都、10月22日

はワールドフード＋ふれ愛フェスタで栄の久屋大通公園で

例会を行います。しばらくの間名鉄グランドホテルでの例

会場を離れますので、お間違えないようよろしくお願いし

ます。

１０月１５日（第２１６９回）Today

担当 大西晃弘 親睦活動委員長

演題 秋の家族会

京都方面（10/17例会振替）

１０月２２日（第２１７０回）Next Week

担当 篠田正志 会長

演題 ワールドフード・ふれ愛フェスタ

於 栄・久屋大通 点鐘11:00

（10/24例会振替）



黒川元則 幹事Secretary Report

１ 次週10月10日（月）は体育の日による休会です。次

回例会は10月15日（土）秋の家族会です。10月17

日（月）の例会振替です。

２ あまRCに米山記念奨学会より5千万円達成クラブ感謝

状が参りました。

米山奨学生 グエン シン コン君

昨年この時間はアメリカから日本に戻り、卓話させてい

ただきました。あっという間に一年間が経ちました。今回

はこの一年間米山奨学生として参加した活動や、留学生生

活についてご報告いたします。米山奨学生の活動は後でD

VDにて紹介されるので、ここであまロータリークラブの

奨学生になってから学んだこと、そして最も感じたことに

ついてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。

、米山奨学生はクラブの例会に月に一回しか出席しないが

例会以外に，お茶会、合唱練習、旅行、飲み会、音楽会等

にクラブの皆さんと付き合う機会も多くありました。今ま

で触れ合うことができないことを体験し、仕事・勉強以外

のことも楽しむことができたと改めて感じております。そ

してこの一年間私は感じたこと、学んだことは、5つのキ

ーワードで表すことができると思います。当たり前とあり

がたい。貢献と享受、愛です。

・当たり前とありがたい

、 、ロータリアンの多くの方々と接し 新しい出会いができ

見える範囲が少しずつ広がってきました。数10㎞歩いて水

を運ぶ子供に会えたら、日本のように水道水を飲めること

は当たり前ではないと気づきます。同じように、安全な社

会に生活できること、健康な日々を送ること、十分にご飯

食べること、そして自由に動けることは多くの人には当た

り前ではない.。とってもありがたいことです。この間山田

幹夫さんと一緒に中国に行ってきました。上海と南京はと

ても綺麗な町ですが、青空が中々贅沢なものであり、日本

の青空は本当に素敵で、美味しい空気を吸えるのもありが

たいことです。そして、皆さんもご存知のように最近正徳

さんは急に重病になりました。病気になっている正徳さん

の側にいると、元気な身体は当たり前ではない。とっても

ありがたいことです。今当たり前のことを感謝しなくては

ならないと思うようになりました。

・貢献と享受

豪華な料理を食べて、贅沢な遊びをしているロータリア

ンを見て、享受的な生活を送っているのではないかと最初

私は思っていました。しかし、多くのロータリアンに接す

ることで貢献と享受について改めて考え直しました。生活

においてはモチベーションを高め、心を豊かにするために

は享受はとっても重要です。大切なのは享受しないという

ことではなく、享受と貢献のバランスを取ることだと思い

ます。人間は生まれて何も持っていない。そしてこの世を

去った時、鍛えた魂以外持っていくものは一つもありませ

ん。それでしたら人間の価値は何かというと、社会に付加

価値を加えることだと思います。全体の付加価値を高める

ために、享受度より貢献度の方を多くしなければなりませ

ん。享受よりたくさん貢献すれば、その差の分はどこかで

誰かの贈り物になると思います。ロータリー精神を軸にす



る皆さんと交流でき、私も誰かの贈り物になるように努め

ています。

・愛

最後のキーワードは愛です。恋愛の愛ですが、ここで男

、 、 、女同士の愛ではなく 人間としてお互いに共感でき 喜び

そして悲しみを共有できる愛についてお話したいと思いま

す。不思議ことに、米山奨学生になってから私はこの愛を

見つけました。心・気持ちの共通の部分さえあれば、側に

いるだけで落ち着いて、幸せに感じることができます。他

人を愛してから、今まで愛してくれた人の気持ちが初めて

分かるようになりました。愛は最高の幸せでありますが、

愛する人は苦しんでいるのを見ると、最大の悲しみでもあ

ります。しかしこの波の気持ちこそが人間らしい生き方で

生きれ、それも愛の大切な役割でもあります。愛を少し知

るようになり、これからも愛を広げ、愛を大事にしていき

たいと思います。

長くなりましたが，ここであまロータリー奨学生になっ

てから感じたことを終わりにし、次に米山奨学生事業につ

いて山田さんから紹介していただきます。ありがとうござ

いました。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

地区米山奨学委員会 山田直樹君

本日は卓話でお邪魔しました。よろしくお願いいたし

ます。

篠田正志 会長

ガバナー公式訪問、無事に終了しました。ご協力有り

難うございました。

。 、山田直樹地区米山副委員長をお迎えして 本日の卓話

よろしくお願いします。

横井久雄 副会長

地区米山奨学委員会副委員長 山田直樹様、卓話よろ

しくお願いいたします。

黒川元則 幹事

地区米山奨学委員会副委員長 山田直樹様、本日の卓

話、よろしくお願いいたします。

後藤袈裟美君、貴重な資料、アドバイスを頂き、有り

難うございました。是非参考にさせていただきます。

後藤眞君、ご心配いただき、色々手配り有り難うござ

いました。

後藤雅光君、下半期もプログラム、卓話者をよろしく

お願いします。

栗木和夫君

栗木家三女美典の結婚に際し、あまRCよりお祝いを

。 、いただき有り難うございました 今後は老夫婦仲良く

のんびり楽しい生活を送りたいと思います。

浅野多喜男君、先日は有り難うございました。元気な

お顔を拝見し、安心いたしました。また是非例会にご

出席下さい。お待ちしております。

黒野晃太郎君

ガバナー補佐訪問完了しました。

家族で沖縄へ行って来ました。台風の合間でセーフ。

思わぬ入金がありました。

東海広光君

東海年度理事会会計決算報告をいたしました。残金を

ニコボックスへ入れさせていただきます。

伊藤正征君

ゴルフ部10月6日～秋の遠征（荘川高原CC）参加の

皆様、よろしくお願いいたします。実はまだ空きがあ

りますので、秋の紅葉を楽しみながらのラウンドを楽

しみませんか？時間の余裕のある方は、幹事の伊藤正

征までお声かけ下さい。

次回の11月例会のお知らせ。11月17日（金）桑名C

Cで行います。ラウンド後に忘年会をワイン会との合

同企画として名鉄グランドホテルにて行いますので、

沢山の参加お待ちしております。

日曜の会、10月16日（日 、早いスタート7:30から）

2組予約中。朝の早いスタート、秋の涼しさ。沢山の

参加お待ちしております。

山田幸治君

「早川電機の繰り出し鉛筆」を知っている方は、尋常小

。 。学や国民学を卒業した人達です シャープペンシルです

シャープの亀山工場を作る時は応援に行きました。

板津和博君

、 、 。藤田秀樹君 先日は貴重な物 有り難うございました

本日、第1回あいちクレーン塾が開塾式出来ました。

藤田隆志君

山本君、昨日はお世話になりました。



後藤 眞君

同窓会 名刺がわりに 診察券

家田安啓君

東海君、写真有り難うございました。

稲垣秀樹君

少し前ですが、8月の暑い日、私のケータイが見あた

らないので、4歳の愛娘に聞いたところ 「ここだよ」、

と指さした場所は冷蔵庫。冷んやり冷えたケータイが

隠されてました。娘が言うには、ケータイも暑いから

大変でしょ。

今西邦弘君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

前田重廣君

ニコボックス、ご苦労様。

水野 眞君

赤い羽根共同募金が始まりました。よろしく。

中西 巧君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

上田博行君

10月米山月間です。地区米山副委員長玉田直樹さん、

卓話よろしくお願いいたします。

山田尊久君

秋の運動か、そして舟入の祭りも天気に恵まれ、子ど

も達の元気な顔に励まされました。

10月誕生日をお迎えの方々より

合 計 ９２，７０９円

卓 話

「米山記念奨学事業の現状について」

地区米山奨学委員会

副委員長 山田直樹君

あまロータリクラブの皆さん、こんにちは。2760地区

米山奨学委員会の山田と申します。今日は貴クラブへ卓話

者として訪問させていただきました。ご依頼をいただきま

してありがとうございます。貴クラブでは現在ベトナム出

身の奨学生グエン コン シン君を2年にわたりお預かり

いただいており、大変お世話になっております。このあと

持参いたしましたビデオで現在の米山奨学委員会の活動、

奨学生とのふれあいなどをご紹介したいと思います。1年

、 。間の委員会の活動を振り返りますと 大変忙しいものです

1月に最終面接で合格者を決定して、4月よりオリエンテー

ション、6月の企業見学、10月WFF参加、地区大会参加、

11月の研修旅行、12月のクリスマスパーティー、3月の

修了証書授与式と続きます。

クラブの会長・幹事、米山委員長、とりわけカウンセラ

ーにはかなりのご負担をかけておりますことを重々感じて

おります。それだけに毎月の例会訪問においての奨学生と

皆さんとのふれあいをはじめとして、一連の活動を通じて

濃厚な関係が作られていくのではないかと思います。奨学

生もクラブのみなさんも、充実したものを感じていただけ

るのではないかと思います。2760地区はこの6月の年度

末にて寄付額1位となりました。そのおかげで来年1月に採

用いたします奨学生数は48名（昨年度は40名）になりま

した。貴クラブも大変貢献していただいており、ありがた

く思います。1390000円の寄付を収めていただいており

ます。お一人平均18051円です。地区としましては現在

お一人平均20000円を目標にしておりますので、今期も

何卒よろしくお願いいたします。2015－16年度、全地区

で15億以上の寄付金が集まりました。15億をこえたのは

12年ぶりです。メンバーの関心も大変深まってきているの

ではないかと思います。非常に透明性の高い、安定した運

営をしていますのでどうぞご安心ください。来年3月まで

グエン君をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。


