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2020-2021 年度 第 1870 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 広報委員会リーダー：酒澤伸二 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会               横尾 憲一 会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介            猪瀬 龍之介 委員 

 

§ 長 正英 様(第 2550地区 米山記念奨学会委員会委員長・宇都宮陽北 RC・卓話者) 

§ グエン・ティ・バンさん(米山奨学生・世話クラブ真岡 RC・卓話者) 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

地区米山奨学会委員長、長様米山奨学生グエン・ティ・バン様、ようこそ宇都宮南ロータリークラブ

にお越し下さいました。本日の卓話、よろしくお願いします。  

米山奨学生との交流を深めることを本年度の会長方針として掲げております。 

当クラブのキシさんのみならず、他のクラブの奨学生と交流する事がロータリーとしての国際交流にな

り、私たちも勉強になるのではないかと考えたからで有ります。 

現在コロナウィルス感染症の影響で、活動には制限が有りますが、状況が落ち着いて来ましたら、是

非活動を行いたいと考えています。その時には長様、よろしくご指導お願いします。 

   

 幹事報告                長谷川博夫 幹事 

 

§ 10月 25日地区大会は会長幹事のみ出席、会員は YouTubeに配信致しますのでご参加ください。 

§ 11月 5日(木)亘理ロータリークラブメーキャップに参ります。（産業祭り中止）皆様、奮ってご参加く

ださい。参加ご希望の方は幹事までお申し出ください。 

 

 

 

 

10 月 第 3 例会          

2020 年 10 月 21 日(水)      会員数 54 名 出席 27 名 
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    スマイルボックス委員会報告      坂本 昭一 スマイル委員長 

 

§中野智之会長  長様、米山奨学生のグエン・ティ・バンさん宇都宮南ロータリークラブにようこそお

越しいただきました。本日の卓話、よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  健康維持の為、会社から 540歩を歩いて来ました。57階段も昇ってきました。帰りが

辛くなりそうです。 

§村上芳弘会員  長さん卓話ありがとうございます。 

§若月章男会員  地区米山記念奨学会委員会委員長 長様、ようこそいらっしゃいました。本日は卓話

よろしくお願い致します。 

§仲田俊夫会員  米山記念奨学会 地区委員長 長正英様、卓話よろしくお願い致します。 

§田村一夫会員  秋盛りですが、これから寒くなるかと思うと心淋しくなります。 

§鈴木秀明会員  一昨日、1 年ぶりにゴルフをしました。140 近くたたきました。私をゴルフに誘わな

いでください。 

§高久和夫会員  昨日、那須朝日岳にニュービジネス協議会の方と登りました。毎月登山の予定です。

南クラブの方々も是非ご参加ください。South Rand NB登山隊として合同で行きまし

ょう。 

§佐々木隆会員  妻の誕生花をいただき、大変喜んでいました。ありがとうございます。 

§嶋田辰雄会員  明後日 23日(金)地区大会記念ゴルフコンペ、頑張ってきます。 

§臺 容之会員  米山奨学生の卓話よろしくお願い致します。 

§坂本昭一会員  落ち葉が散り始め、秋の深まりを感じる季節となりました。今日も多くのスマイルあ

りがとうございました。 

 

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   12 名 金額  23,000円  

 

 

 ロータリーの友委員会報告       鈴木 秀明 委員長 

 

「ロータリーの友」10月号 レポート 

   ＊ 10月は地域社会の経済発展月間・米山月間です 

 

ＲＩ会長メッセージ ； 今ロータリーは革新と変化の中にある。しかし、私たち会員はそれらの新しい

流れを排除するのではなく、選択していく必要がある。今回も新しい試みに挑戦している若い会員の文章

が載せられています。 

特集 コロナ禍での自然災害 ； 熊本豪雨に直面した人吉市内の 2つのロータリークラブのユニークな

支援活動の紹介と、同地区ローターアクトの活動、他 2地区からの支援の内容が紹介されています。 

特集 米山月間 ； 年表で米山記念奨学会のあゆみを紹介しています。次ページでは、新たに就任した

3人の米山親善大使を紹介しています。次のページでは各種データを示しています。 

世界中のロータリープロジェクト ； 世界 5ヵ国からユニークなロータリー活動の紹介です。アメリカ

の自動車落としイベントは興味を引きますね。 

大人の着こなし図鑑とバーチャルロータリーへのお誘いです。 
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連載コミック ポール・ハリスとロータリー ； 前回の後半ですが、欧米を廻りながらいろいろな職業

を体験し、知人に助けられた経験が載っています。 

写真でつづる日本のロータリー100年 ； 「100周年の鐘」を制作しました。 

NEW GENERATION ； 米山学友とローテックスを 1名ずつ紹介しています。 

エバンストン便り ； アフリカで野生株ポリオウイルスが根絶したニュースです。もう一つは来年の台

湾国際大会の記事となっています。 

ＲＩ指定記事 ； 世界ポリオデーへの支援のお願いです。 

                                                   

 

ＳＰＥＥＣＨ ； 北海道に展開するセイコーマートが、コンビニの顧客満足度調査で、4年連続で全国

1位を取っているそうです。素晴らしいことです。 

この人を訪ねて ； 千歳ロータリー会員の方が、支笏湖畔で経営する旅館のコロナ禍での奮闘記です。

頑張ってください。 

卓話の泉、私の一冊、俳壇、歌壇、柳壇です。ご一読下さい。 

友愛の広場 ； 4 人のロータリアンから熱のこもった文章が届きました。特に「ロータリー5 訓」は納

得です。私の宝物も読んで下さい。 

ロータリーアットワーク ； 国内 16 のロータリークラブからの近況報告です。こんなにいろいろな奉

仕活動があることに感動です。ご一読下さい。 

声 ； 7月号の感想です。連載コミックへの感想も出ていました。 

  

 招待卓話 

 

  第 2550 地区 米山記念奨学会 

  委員長 長 正英 様（宇都宮陽北 RC） 

 

  グエン・ティ・バンさん 

(米山奨学生・世話クラブ真岡 RC・宇都宮大学) 

 

  グエンさんのコロナ禍のベトナム現状と対策のお話がございました。 

 

「米山記念奨学会について」 RI2550地区米山記念奨学会委員長 長 正英  

米山奨学会は、日本全国のロータリアンの寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に対して奨学

金を支給している。この事業は、日本最初のロータリークラブの創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績

を記念して発足した。1952年に東京ロータリークラブで構想が立てられ、やがて日本の全クラブの共同事

業に発展し、1967 年に文部省（現文部科学省）の許可を得て、「財団法人ロータリー米山記念奨学会」と

なった。2012年 1月に、公益財団法人に許可を受け、2017年には、財団設立 50周年を迎えた。これまで

に 129の国と地域から 21,023人の奨学生を支援し、規模実績共に民間最大の国際事業となっている。2004

年 11 月に開催された RI 理事会で、米山奨学事業に対して国際ロータリーの定める多地区合同活動の手

続きをとることが求められ 2007 年度にその手続きが完了。それ以降ロータリー名称、ロータリー徽章を

正式に使用できるようになった。 
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・ロータリー米山記念奨学金の特長  ・米山梅吉翁と米山奨学事業事業のはじまり（動画） 

・国際ロータリーと米山奨学会の関係  ・奨学金と奨学生について 

・寄付金の状況  ・巣立った米山奨学生  ・当地区の学友会活動について 

・奨学生にかかわる危機管理（自然災害、病気・事故、ハラスメント） 

・業務委託・覚書の締結について 

以上の項目について説明させていただきました。 

まとめ 

「米山事業は、半世紀以上の歴史を持つ日本のロータリー独自の国際奉仕事業であります。他のプログラ

ム同様、素晴らしい出会いがあります。彼らを導き、見守り、成長を喜べる人材育成事業です。絆がカギ

です。」 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1872 回 

11 月 4 日(水) 
12：30～13：30 

理事会報告 

中野会長・長谷川幹事 
ホテルニューイタヤ 

第 1873 回 

11 月 11 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

プロゴルファー 

鷲尾雅子プロ(陽南 RC) 

ホテルニューイタヤ 

第 1874 回 

11 月 18 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

「四つのテストについて」 

関口 隆 副会長 

ホテルニューイタヤ 

第 1875 回 

11 月 25 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

朗読の力 

「失語症を乗り越えて」 

アナウンサー沼尾ひろ子様 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   54名  前々回 10月 7日 

出席数   27名   訂正率 観月会 

欠席数    27名      100％ 

出席率  57.45％ 

 

例会予定 

 

第 1871 回  10 月 28 日(水) 

地区大会報告 

中野智之会長 


