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国際ロータリー 2820 地区
つくば学園ロータリークラブ 会報
2018-19  大里年度
楽しく活動・そして街のために！
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 33th year since 1986 
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ロータリー特別月間　9 月：基本的教育と識字率向上月間

2018 年９月 13 日・20 日

来月の 10 月に米山月間ということで、なぜ 10 月が米山月間になっている
のかを確認しました。初めは 4 月に米山梅吉さんの誕生日があり、その１
週間前からで米山週間がありましたが、ロータリーの年度切り替えをして、
落ち着いた時期に月間としましょうとの事で、米山月間となりました。10
月 11 日にはコ・イイさんに卓話をして頂きますが、どのような事をして
いるのかということを説明するため、お時間を頂きました。
本日はスリランカの奨学生で、世話クラブは勝田 RC ですが、腰の治療の
為にこちらにきています。

こんにちは
腰の病気で 8 月に入院し、手術をしました。治療のために、勝田 RC に通う事が困難のため、２ヶ
月間ではありますが、つくば学園 RC から奨学金を頂く流れとなりました。２ヶ月間という短
い期間でしたが、大変お世話になりました。有難うございました。

米山奨学会の事業についてですが、本年度の総括委員長として役をいただいています。
米山委員長は、中山会員にやっていただいております。ありがとうございます。
毎年米山豆辞典が作成され、みなさまに配布しています。
米山奨学会はいつから始まっているかなどが最初のページに書かれています。1954 年
に東京 RC を作った米山梅吉さんの意志を継いで海外の学生に奨学金を出す事業をやろ
うという事で設立しました。
米山梅吉さんは、事業を行うためにアメリカに渡り、本当に苦労をし、日本に戻って
きたときも、海外の学生８名程に援助をしました。実際に亡くなられたのは 1947 年で
東京 RC が 1967 年に文部省の認定を受けて米山奨学会という財団が設立されています。
昨年は設立から 50 年の年で大きな節目の年を超えています。事業内容は「将来、日本と海外を結ぶ架け橋となり、国際社会に活躍し、
ロータリー運動の良き理解者となる人を育成するのです。ロータリーの目指す平和と国際理解の推進するものです」と書いています。
私は米山奨学会と関わり 4 年目となりますが、ロータリーの国際奉仕と、青少年奉仕の２つを兼ね揃えている奉仕活動と認識してい
ます。みなさまから２万５千円を寄付としていただいております。２８２０地区では５千万、全国にすると１５億を集め、茨城では
３０名、全国では８００名の留学生に決められた金額を１２ヶ月間援助をし、日本と海外の架け橋の一環となると考えています。
10 月は米山月間となりますので、理解していただくためにお時間を頂きました。ありがとうございました。

米山奨学会　井田　充夫総括委員長　挨拶
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いのちの電話　卓話

大野　治夫会員　退院復帰　挨拶

一時は本当に体調がわるくなり、手術は８時間ほどかかり、再び目が開
いたときは本当にホッとしました。みなさんもちょっとでも具合が悪い
なと思ったらすぐに検査してください。そうすれば、長く入院しなくて
いいかもしれないので！

大野さん、お帰りなさい！！

茨城いのちの電話で
は、365 日 24 時間、
こころに傷を受けた
方の相談にのってい
ます。役１７０名の
ボランティア相談員
がいます。相談員は
最高の時は２７０名
いたのですが、減少

傾向にあり、１７０名で対応していますが、相談にやっとつない
で受けている状態です。いのちの電話は１９５０年代にイギリ
スで発祥しました。専門的な知識ではなく、悩みを聞くこと、語
りかけることができる、悩みを抱えた方の支えになることとし
てボランティアが始まり、世界各国に広がりました。茨城では
１９８５年につくばで開局しました。
現在は日本全国で５０センターになりました。
茨城では年間約２万件の相談があります。男性４６％、女性
５４％で、少し女性の相談が多めとなります。
年齢層で行くと４０代、続いて５０代、そして３０代と中年代が
多くなります。
相談内容は、孤独、経済、人間関係、対人関係、自殺相談が多く
割合を持っています。
1 日の相談状況は、受話器を置くとすぐに鳴り、相談をうけると
いった状況で、相談したい方が繋がりにくい状態であるという状
況です。

相談の電話はよく聞いて、共感しアドバイスをします。相談
された方は心が軽くなったとの意見もいただきます。一期一
会ですので、しっかりと聞きます。多くの方に元気になって
いただきたいと思います。

そして、いのちの電話が活動していけるのは、みなさまの寄
付によってです。本当にありがたく思っています。これからも、
ご理解とご協力宜しくお願いいたします。
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10 月 2日　移動例会　土浦薪能見学 ニコニコ BOX
猪瀬　博会員
大野会員復帰おめでとうございます。
中山　正巳会員
来月はガバナー公式訪問です。みなさん出席の程よろしくお
願いします。高橋ガバナー、少し細かいようです。大里会長、
地中で帰らないでください。
逆井　甚一郎会員
世話人会、無事終わりました。
大野　治夫会員
皆さん、お久しぶりです。腰椎を手術しました。入院生活は
想像以上に大変ですよ。体調がわるいと思ったらすぐに検査
をしましょう。健康維持の為に！！
鬼沢　一彦会員
先日ロータリー例会出席後、お店にも取ると嫁がお友達と食
事中で、ロータリーで食事をして来た旨を話したところ、な
んと米山梅吉さんのお孫さんでした。ただそれだけですが、
ロータリーで繋がる縁も大切ですね。
高田　稔美会員
今日は大野さんにも会えて、広瀬くんが誕生日で、ゴルフを
断って例会にきた会がありました。すっかり秋ですね。
浦里　浩司会員
大野会員、おかえりなさい。お預かりしている知可良 j は、い
つお届けすればよいでしょうか？
木村　英博会員
大野治夫さん、お帰りなさい♡
広瀬　貴之会員
私ごとではございますが、本日４４歳になりました。
気力、体力ともに衰えてきましたが、気持ちはまだまだ４３
歳！がんばりますので、宜しくお願いします。
野堀　雄樹会員
お疲れさまです。今日はじめての例会です。会場を間違えて
オークラに行きました。昨日ある会議で会場を間違えてまし
た。2 日連続でやってしまい注意していかなければいけないな
と思いました。
小關　迪会員
雨にも負けずにがんばっています。
井田　充夫会員
10 月米山月間です。11 日の我が奨学生、コ・イイさんが卓
話を行いますので、宜しくお願いします。
毎年の寄付有難うございます。
米山奨学会総括委員長　井田

10 月２日に第６分区ガバナー補佐の所属しています土浦薪能倶
楽部の第 21 回公演を見学しました。

「薪能」とは夜間の野外で薪を焚いて行われる能のこと。



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０〜１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ − １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開	 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開	 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 ３．好意と友情を深めるか
 ４．みんなのためになるかどうか

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 65 24 5 2 4 79.31%

プログラム予告
 10 月 04 日 休会   10 月 2 日（火）へ振替の為
 10 月 11 日 11：00　～　12：00 理事会「第 4 回理事会」・2018-19 年度役員・理事、親睦委員長、プログラム委員長
 10 月 11 日 12：30　～　13：30  移動例会・会長挨拶・米山月間に因んで「中山委員長」
※会場は、ホテルグランド東雲となります。
10 月 18 日 12：30　～　13：30  ガバナー公式訪問
10 月 25 日 12：30　～　13：30  例会 招待卓話「タキイ種苗（株）関東支店長　佐藤直樹様」

会報　VOL.11


