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【幹 　事】辻村 　彰秀
【副幹事】柳柳井 　渉
【会場監督】村瀬 　雅實

本⽇日の例例会：夜間例例会（第1723回）

会場：報徳会館
⽇日時：2011年年10⽉月11⽇日 　17:30〜～19:30
司会：柳柳井  渉    副幹事

10⽉月は⽶米⼭山⽉月間です（１）

⽶米⼭山と⾔言えばロータリアンなら知らない⼈人はいないと思いま
す。⽇日本のロータリーの⽗父、⽶米⼭山梅吉翁の偉業を記念念し、後世
に残るような有益な事業をとの思いから、１９５２年年東京RCが
海外からの留留学⽣生を⽀支援するための国際奨学事業として始めら
れました。この事業は多くのロータリアンの共感と賛同を得
て、構想発表から５年年後にはクラブ単独事業から⽇日本の全地区
合同事業へと発展し、１９６７年年に財団法⼈人⽶米⼭山奨学会とな
り、２００７年年にRIから多地区合同事業として認められている
事業です。これまでに⽀支援した留留学⽣生の累累計は、１６，３８９
⼈人（２０１１．７現在）にのぼり出⾝身地も１２０ヶ国におよ
び、⽶米⼭山学友（⽶米⼭山奨学⽣生経験者）は世界各地で活躍していま
す。⽇日本の⺠民間奨学団体では最⼤大であり、年年間８００名以上の

奨学⽣生を⽀支援しており、年年間の事業費は１４．３億円（２０１
０年年度度決算）となっています。⼤大学推薦を受けた優秀な留留学⽣生
をロータリーが選別し、⽶米⼭山奨学⽣生に決定すると学部課程、修
⼠士課程でそれぞれ⽉月額１０万円、１４万円の奨学⾦金金が⽀支給され
ます。他の奨学⾦金金制度度と異異なるのは、奨学⽣生には世話クラブが
割りあてられ、その世話クラブの会員がカウンセラーとなり他
の会員との交流流を図るとともに、⼼心の通った⽀支援をすることに
よってロータリー運動のよき理理解者、そして⽇日本とそれぞれの
出⾝身国との掛け橋になるところにあります。
 　 　 　 　 　 　 　

指導者育成委員会
（⽂文責：河野秀雄） 　 　 　 　 　

❖ ニコニコ箱

久保⽥田 　知⼦子委員⻑⾧長
10月4日分 累計 目標

ニコニコ箱 36,000 431,500 1,500,000

✴ビジター
住沢 　勝美様（⾜足柄RC）…お久しぶりです。本⽇日は宜しくお願
いします。
✴本⼈人誕⽣生⽇日
安藤 　克⼰己さん…誕⽣生⽇日祝をいただきありがとうございます。
露露⽊木 　 清勝さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。13⽇日
で57才になります。
⼤大川 　 誠さん…お誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。あと2
年年で映画等々シニア料料⾦金金です。
⻄西 　寛さん…誕⽣生⽇日を祝っていただきありがとうございました。
✴結婚記念念⽇日
⼀一⼨寸⽊木 　信雄さん…結婚記念念⽇日のお祝いしていただきありがとう
ございます。⻘青年年会議所シニアクラブの全国⼤大会が名古屋で9⽉月
30、10⽉月1⽇日に⾏行行われました。帰りに伊勢神宮に⾏行行きお参りして
来ました。
✴奥様・ご主⼈人誕⽣生⽇日
本多 　純⼆二さん…家内の誕⽣生祝いありがとうございます。すっか
り忘れていました。これで怒怒られずにすみます。ありがとうござ
います。

会員数：51名

例例会報告：2011年年10⽉月4⽇日（曇） 　第1722回例例会
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【今後の例例会・卓話スケジュール】

10⽉月18⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:指導者育成委員会  
 　「ロータリーの綱領領と職業奉仕について」

わかりやすいロータリーの１、２、４〜～１１ページを読んできて下さ
い。

10⽉月25⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  ⾦金金⼭山  慶昭会員
卓話:  平井  太郎郎  様  [社会学者  博⼠士[学術]  ⽇日本⼥女女⼦子⼤大学講師]
 　 　「⼩小⽥田原の邸園について」

11⽉月1⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  プログラム委員会         　 　
卓話:⼭山居  是⽂文  様  [㈱ヌースフィアデザインレイズ]
              「オダワラブ」

11⽉月8⽇日  通常例例会(RC)   　12:30
担当:  ⽯石崎孝会員・守屋善男会員         　 　
 　 　「ロータリー財団フォーラム」

❖ ビジター
住沢 　勝美様（⾜足柄RC）

❖ 結婚記念念⽇日

本多 　清美様（10⽉月12⽇日）
太⽥田 　知栄⼦子様（10⽉月14⽇日）

❖ ゲスト
程 　彩霞さん（⽶米⼭山奨学⽣生）

❖ 本⼈人誕⽣生⽇日
安藤 　克⼰己さん（10⽉月9⽇日）
⼤大川 　誠さん（10⽉月10⽇日）
露露⽊木 　清勝さん（10⽉月13⽇日）

❖ 奥様・ご主⼈人誕⽣生⽇日

⼀一⼨寸⽊木 　信雄さん（10⽉月10⽇日）

17:30 開会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長
ローターソング⻫斉唱 　「我等の⽣生業」
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
ニコニコ箱発表

18:00 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

18:00〜～
19:30

懇親会（会場移動）

✴その他
河野 　秀雄さん…先週のガバナー公式訪問、杉崎会⻑⾧長はじめ執⾏行行
部の諸兄ご苦労様でした。
⽯石内 　正彦さん…⽇日曜⽇日、成⽥田三島神社の祭礼でした。中村さ
ん、須賀さん毎年年寄付ありがとうございます。今年年は⼩小嶋さん⻄西
さん、⼜又⻄西さんの息⼦子さんにも来て頂きお陰様で⼤大盛況に終わり
ました。
⼩小嶋 　章司さん…村瀬さん残念念でしたね。奥様のひつぎに私の店
で買って頂いた着物を⼊入れてくれたそうでありがとうございま
す。
本多・⽯石崎５⼈人グループ⼀一同…9⽉月27⽇日、万葉葉の湯にて2グルー
プ合同で5⼈人グループを開催いたしました。執⾏行行部の皆様にも公
式訪問終了了後お疲れのところご出席頂き、楽しいひと時を過ごす
事が出来ました。そのときの残⾦金金少々ですが、ニコニコに⼊入れさ
せていただきます。
菊地 　義雄さん…9⽉月27⽇日に公式歓迎会の出席できなかった上⽥田
さんを囲む会を有志で開催しました。その時のおつりを少々です
が。

■■■ 　メーキャップ情報 　■■■
-‐‑‒2011年年10⽉月  -‐‑‒  

‣12⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣13⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  
‣14⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

    ⾜足柄  地区⼤大会(10/16)に振替  例例会なし

‣15(⼟土)~∼16⽇日(⽇日)  地区⼤大会  よこすか芸術劇場  
‣17⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30  (クF:⽶米⼭山)
‣18⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
‣19⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣20⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  (クF:地区⼤大会報告)
‣21⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

    ⾜足柄  おんりーゆー  12:30

‣24⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30  (クF:⽶米⼭山)
‣25⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  18:00  夜間例例会
‣26⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  家族親睦会  M.U.受付なし
 　 　 　 　      ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:45

‣27⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30  (ク協:ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式)
‣28⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

    ⾜足柄  30⽇日アドベンチャー事業に振替の為例例会なし

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


辻村  彰秀 　幹事
✴先週のガバナー公式訪問のお礼⽂文が森
ガバナーより9⽉月30に届いております。
✴本⽇日の理理事会にて東⽇日本復復興基⾦金金への
100ドル募⾦金金依頼について承認されまし
た。
✴10⽉月16⽇日の地区⼤大会への参加者は現在
15名ほどです。中村年年度度のRI会⻑⾧長賞表彰
がありますので、⽋欠席で出した⽅方も参加
出来る⽅方は是⾮非ご参加ください。

✴来週は夜間例例会で5時30分より⼆二宮神社報徳会館にて開催され
ます。お間違えのない様お願いします。なお、出席予定がやむな
く⽋欠席される⽅方は早めにご連絡ください。
✴今年年度度もインフルエンザ予防接種を11⽉月18⽇日に実施いたしま
す。申込書は今⽉月中に配布されます。
✴3クラブ合同チャリティーコンペが11⽉月23⽇日に実施されます。
詳細については後ほど配布されます。
✴今⽉月のロータリーレートは先⽉月同様1ドル78円です。
✴前にお伝えした通り、今⽉月⼀一杯、富⼠士丸さんは改装中で平塚本
社より昼⾷食を⼿手配しております。よって例例会⽋欠席の連絡は出来る
だけ前⽇日の⽉月曜⽇日までにお願いします。
✴本⽇日歴代会⻑⾧長が6時より⼩小⽥田原だるまにて開催されます。ご出
席の⽅方はお忘れなくお願いします。

❖会⻑⾧長挨拶
杉崎  勝成 　会⻑⾧長

 　まずもって、ご訃報の報告をさせて
頂きます。村瀬会員のご令令室村瀬惠美
⼦子様が去る9⽉月30⽇日にご逝去されまし
た。謹んでご哀悼の意を表し、村瀬会
員には謹んで御愁傷申し上げます。ま
た昨夜の通夜には、多くの会員の⽅方々
にご会葬を賜り誠に有難うございまし
た。
 　今⽉月10⽉月は職業奉仕⽉月間及び⽶米⼭山⽉月
間です。本⽇日は⽶米⼭山奨学⽣生の程彩霞さ

んの卓話ですが詳しいご紹介は後ほど中野委員⻑⾧長より宜しくお願
いします。
 　先週開催されましたガバナー公式訪問例例会おきまして、皆様の
ご協⼒力力頂き無事終了了する事が出来きました。ガバナーからお礼の
⼿手紙を頂きました。「貴クラブは活⼒力力ある、明るく楽しく活気に
あふれ例例会を始め、国際ロータリーや地区への活動も意欲的であ
り、奉仕への意欲に重ねて敬意を表す。」と賛美を頂きました。
森ガバナーには、私としては、多少失礼な所はあったと思います
が、全体的には⼼心の通じ合った公式訪問ではなかったかと思いま
す。皆様のご協⼒力力有難うございました。
 　本⽇日は2点ご報告があります。
 　1点⽬目は公式訪問時に焦点になりました、復復興基⾦金金⽇日本委員会に
各クラブ1⼈人100ドルの寄付の要請が来ている件です。本⽇日の理理事
会にも上程し3カ⽉月連続の審議⼊入りでしたが、当初使い道も分から
ないし、また何で100ドルか受け⽫皿はどこか、等不不明の状態でし
たので皆様にご案内を控えておりました。しかし先週の森ガバ
ナーのお話のように、ガバナー本⼈人からの要請で1年年限りの事業で
すので、本⽇日の理理事会の御承認を受けた結果、協⼒力力をして⾏行行きた
いと思います。お⾦金金集めばかりで恐縮ですが、使い道によっては
私たちクラブにロータリー財団もしくは⽶米⼭山奨学会にしても還元
される資⾦金金であります。特別義捐⾦金金も同じように出来れば良良いと
思っており挑戦したいと思います。是⾮非ご協⼒力力宜しくお願いしま
す。窓⼝口は、ロータリー財団委員会で宜しくお願いします。
 　2点⽬目は本⽇日配布を致しました2013年年度度RI規定審議会に提出を
する⽴立立法案を、地区⼤大会にて賛否投票の件でございます。RI細則
7.030.により地区は1回の審議会に5件までの提案が出来ます。こ
れは今回提案された⽴立立法案と同数ですが、それぞれの提案に付い
て地区⼤大会選挙⼈人会において投票に⼿手賛否を決定する事にしまし
た。なお選挙⼈人会では、過半数の賛成票を獲得した⽴立立法案を地区
提案として決定いたします。通常ですと理理事会選択であると思い
ますが、地区からの要請でもあり、当クラブも例例会に置いて決議
を致したいと思いますが、地区で採⽤用致しました５案を本⽇日配布
させて頂きました。尚クラブの投票は、ご意義のある⽅方は投票番
号及び⽒氏名をお申し出下さい。無ければそのままで結構です。期
間は10⽉月11⽇日までに事務局までお申し出下さい。過半数を得た賛
否の決議案を投票致します。以上2点宜しくお願い致します。
本⽇日の会⻑⾧長挨拶は以上です。

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

10月4日 52(46) 33 0 71.74%

9月27日 52(46) 41 0 89.13%

9月20日 52(46) 38 1 84.78%

【欠 席 者】　13名
　　井上　寛、村瀬雅實、石崎　孝、上田博和、木村啓滋
　　石橋　徹、木村頼弘、太田　忠、田代博信、三宅常公
　　杉崎博愛、斎藤　永、大木　清
【今回MU】　　0名
　　無し
【前回MU、前々回MU】増減無し

例例会報告：2011年年10⽉月4⽇日（曇） 　第1722回例例会
会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～14:30

露露⽊木  清勝 　委員

❖卓話
「私のめざす⼈人⽣生」

⽶米⼭山奨学⽣生 　 　程 　彩霞さん

 　今⽇日は3つの事についてお話をさせ
ていただきます。まず1つはふるさ
と・経歴についてです。2つ⽬目は⼈人⽣生
の「切切磋琢磨」です。3つ⽬目は余談で
す。まず⾃自⼰己紹介させていただきま
す。私には2つのふるさとがあり、1
つは焼き物で有名な景徳鎮でもう⼀一
つはマカオのすぐ近くの珠海という
所です。私は2000年年に⾼高校を卒業
し、珠海にいる姉の所に住み、１週
間後にソニーの⼦子会社に⼊入社しまし
た。そこで頑張っていた姿が評価さ

れ、平社員から組⻑⾧長、ライン⻑⾧長に昇進しました。それにより社内
教育を受けたり、新⼊入社員への教育の仕事を任されたりと沢⼭山の
教育を受けてきました。その会社に⽇日本語教室があり、始めて⽇日
本語に出会いました。その⽇日本語教室で勉強をして⽇日本語が好き
になり、悩んだのですが、仕事を辞め上海の⽇日本語学校に⼊入りま
した。1年年間勉強をして卒業の頃には⽇日本に留留学をする友達もいま
したが私には余裕がなく、再び広東省省に戻って地区政府の⽇日本語
通訳として就職しました。そこでは通訳と⾔言いながらも余り仕事
がありませんでしたので、再び珠海の⽇日系企業に再就職をしまし
た。ちょうどその時期に先⽣生から連絡があり、平塚の専⾨門学校と
友好契約を結んだので⽇日本に留留学に⾏行行かないかとの誘いがあり、
考えて仕事を辞めて2008年年の5⽉月に平塚のビジネスカレッジとい
う専⾨門学校に⼊入りました。
当初はパソコンの専⾨門⽤用語
が多くなかなか覚えられず
頭が痛かったです。学費は
⾃自分が今まで仕事をして貯
めたお⾦金金と家族の応援で⽀支
払う事が出来ましたが⽣生活
費はアルバイトをして賄わ
なくてはなりませんでした
ので中国語学校の講師のアルバイトをしました。次に私の「誇
り」ですが5、6年年間社会⼈人⽣生活をしていて得たものは、コミュニ
ケーション能⼒力力です。思いやりがあればきっとうまくいけると今
までの経験で思いました。あと仕事に対する責任感は⼈人に負けな
いくらいあると信じています。家族・友達に対して真⼼心な態度度で
接しております。今年年の3⽉月の地震の時は家族に直ぐに帰って来い
と⾔言われたのですが、中国語教室があるので帰る事はしませんで
したが、１週間ほどすると計画停電によりしばらく休校となった
ため、家族を安⼼心させるために関⻄西に避難しました。そこで⼩小⽥田
原出⾝身の⼥女女⼦子⼤大学⽣生に出会いとても彼⼥女女とは気が合い直ぐに友達
となりました。⼀一緒に⾷食べた「にしんそば」は印象に残っていま
す。その後平塚に戻ってからも彼⼥女女とは良良く会っています。今年年
の4⽉月に⽶米⼭山奨学⽣生になり、私の⽣生活、精神、成績⾯面も良良いに向
かっております。常にロータリーの⾏行行事には積極的に参加し、
⾊色々な国の留留学⽣生に出会い、知らない国、知らない⽂文化を学びま
した。成績では昨年年はBという科⽬目がいくつかあったのですが、今
年年はAとAAばかりになりました。これは皆様のお陰ととても感謝
しております。私の将来の⽬目標ですが、皆さんと同じように社会

❖委員会報告
委員会報告
チャリティープロジェクト・・・釼持 　悟リーダー
9⽉月29⽇日に委員会を開催いたしましたが、本⽇日も例例会終了了後開催
いたしますので担当の⽅方はよろしくお願い致します。

⽶米⼭山奨学委員会・・・菊地 　義雄委員⻑⾧長
今⽉月は⽶米⼭山⽉月間です。そのような事で本⽇日の卓話には程さんに来
ていただきました。また、寄付⾦金金がまだの⽅方は再来週に集めさせ
ていただきます。それとホットニュースですが11⽉月号のロータ
リーの友に1ページを使って私たちのクラブの事が掲載されます
のでご期待下さい。

に貢献出来る様に頑張っていきたいと思っています。私のこれか
らの⼈人⽣生も⽇日本語と⽇日本にかかわっていくと思います。それは将
来⽇日中貿易易、⽇日本語の教師、あるいは⽇日中交流流の仕事をしたいか
らです。次に余談ですが、中華料料理理と⽇日本料料理理ですが、中華料料理理
は量量がとても多くひとつ頼むとお腹が⼀一杯になってしまうので中
国では⼀一⼈人でレストランにとても⼊入りづらいです。⽇日本料料理理は⼤大
きなお⽫皿に少しだけ料料理理がのっています。中華料料理理、⽇日本料料理理、
まるで国旗を表しているようです。2つ⽬目の余談ですが、中国では
お⾦金金を持っていても持っていなくても⼤大きな家に住んでいます。
そのためか皆声がとても⼤大きいです。⽇日本は狭いせいか声が⼩小さ
いような感じがします。3つ⽬目の余談ですが、中国⼈人はストレー
ト、単⼑刀直⼊入な⾔言い⽅方をします。逆に⽇日本⼈人は以⼼心伝⼼心の⽂文化で
はっきり⾔言わない事が良良くあります。次の余談ですが、⽇日本の不不
思議な所です。私が⽇日本に来てちょうど3年年ちょっと経ちますが、
もう5⼈人⽬目の⾸首相をむかえました。名前が覚えられない位です。⾸首
相が変わっても⽇日本は全然変わらないのが不不思議に思いました。
あと⽇日本のカラスはとても⼤大きいです。鷹との区別がつかない位
です。それと不不思議なのは⼥女女⼦子学⽣生が真冬でもミニスカートを履履
いていて⾒見見ただけでも私は寒く感じてしまいます。カラスとミニ
スカートは豊かな先進国だからなのでしょう。⾷食べ物が多く、ど
こにいても暖房が効いているからだと思います。次に不不思議な⽇日
本語ですが、⼩小切切⼿手はなんで切切⼿手よりも⼤大きいのに⼩小切切⼿手なのだ
ろう？弁当、医者に「お」をな
んで付けるのでしょう？あと⽇日
本語で美味しい、美味しそうに
対して可愛いに「そう」を付け
ると意味が全然変わってしまい
ます。本⽇日はありがとうござい
ました。

❖幹事報告

心よりご冥福をお祈り致します。

故　白井 忠 殿

2011年10月5日ご逝去(69歳) 
1994年4月12日入会

（スポンサー守屋善男様）

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
・米山功労者（3回）


