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ゲスト卓話「知恩報恩・社会奉仕〜学友会活動を中心に〜」
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会長 植松 昌美君
ソングリーダー
望月 義弘君

春のお彼岸です。
「春分の日」を中日として前
後３日間、計７日間が「お彼岸」の期間となり
ます。昨日１８日が「彼岸入り」２４日が「彼

ゲスト紹介
ＲＩ第２６２０地区 米山学友会
２０１７−１８年度理事

上野 佳子さん

静岡ローターアクト 山田 幸弘君

岸明け」です。因みに秋のお彼岸は「秋分の日」
を中日として７日間となります。２１日「春分
の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」
日として祝日になっています。仏教では、ご先
祖さまのいる世界を「彼岸」
、いま私たちの世

界を「此岸（しがん）
」といい、彼岸は西に位

で、非常に懇意にしていただいたことに感謝申

置し、此岸は東に位置するとされています。３

しあげます。

月の春分の日と９月の秋分の日は、太陽が真東
から昇り、真西に沈むので彼岸と此岸が最も通

大野 博仁君（東京海上日動火災保険㈱執行役

じやすい日になると考えられ、この時期に先祖

員静岡支店長）

供養をするようになりました。お盆のように特

つい先日入会したばかりでしたが、あっという

に決まった行事や飾りづけはありませんが、中

間の退会で申し訳ありません。九州・沖縄を統

日がご先祖様に感謝する日、その前後６日間は、

括するために博多に転勤します。九州は自然災

人が生きていく上での６つの行い「六波羅密多」

害の多い地域ですが、皆さんのお役に立てるよ

（ １．分け与える、２．規律を守る、３．怒り
を捨てる、４．努力する、５．心を穏やかにす

う頑張ってまいります。短い間でしたが大変お
世話になりありがとうございました。

る、６．智慧をあらわす）を１日１つずつ行う
期間だそうです。京セラの稲森和夫氏も「六波

委 員 会 報 告

羅密多」を推奨しております。凡人として、少

国際奉仕委員会

しでも近づければよいと思い、参考までにお話

委員長 谷本 宏太郎君

しを。詳しくは岩崎和尚に聞いてください。今

静岡ローターアクトクラブの

週も元気でお過ごしください。

山田君が、地区の事業として
フィリピンでの国際奉仕活動
に従事してくれましたので、
本日はその話を簡単にしてもらいます。
静岡ローターアクトクラブ 山田 幸弘君
２月１６日から１８日に行わ
れた地区海外研修・国際奉仕事
業に関してご報告します。当地

退 会 の 挨 拶

区は毎年、フィリピンの全国研

鈴川 辰男君（㈱電通東日本静岡支社長）

修会に参加して、フィリピンのローターアクター

４月に仙台支社に転勤となりました。４年弱の

と交流しています。今年度は規模を拡大し、愛

在籍でしたが、大変お世話になりました。１つ

知・東京北部と３地区合同でフィリピンを訪問

のエピソードをご紹介します。約３年前に仙台

しました。３日間のうち１日目は現地の公立高

の松島、その後平泉に出かけたところ、偶然に

校を訪問し、現地の生徒と折り紙を通じ交流を

も牧田パストガバナーにお会いしました。その

図り、花壇清掃の奉仕活動も行いました。更に、

際、非常に気さくにご挨拶いただいたことを覚

地区大会でスマイルいただいた約１５万８千円

えております。大先輩から同時期入会の仲間ま

と、愛知・東京北部の支援金を合わせ、現地で

家庭科の教材を購入し提供しました。ローター
幹

アクトクラブは全国的に見て海外との交流が少

事

報

告

ないのが実情ですが、当地区ではフィリピンと

望月 啓行君

長年交流を続けており、そのノウハウを愛知・

⒈２６２０地区米山奨学生学友会から、スリラ

東京北部に広げ、一緒に活動できたことが素晴

ンカへの医療器具寄贈の事業報告書が届い

しかったと思っています。このような活動がで

ています。皆さんから集められた募金で行わ

きるのも皆様のサポートあってのことですので、

れた、との報告です。事務局に保管しておき

これからもよろしくお願いします。

ますので、
興味ある方は事務局で閲覧下さい。
⒉ 例会日変更のお知らせです。４月２３日
（月）

新会員親睦委員会 委員長 堀池 彰君
第２回新会員親睦委員会を３
月２６日（月）１８時から浮
月楼「ライフタイム」で開催

のつつじ例会ですが、月曜日は紅葉山庭園が
休園日のため、
４月２４日
（火）
に変更します。
⒊来週３月２６日は休例会で、次回例会は４月
２日（月）です。

します。アサヒビール本社か
お め で と う

ら洋酒アンバサダーにお越しいただき、皆さん
には自慢のウィスキー４種を飲み比べていただ
きます。久保田隆バンドの演奏もあります。

【誕生祝い】
●月●●日 久保田 隆君
●月●●日 和田 直哉君

親睦委員会 委員長 宮崎 洋一君

●月●●日 疋野 智男君

家族旅行のご案内です。５月
２０日（日）に京都への日帰

【結婚記念日】

り旅行を計画しています。詳

●月●●日 植松 昌美君・和子さん

細は４月２日の例会時にご案

●月●●日 上島 充君・奈生美さん

内します。
ス
親睦ゴルフ小委員会 委員長 平尾 清君

マ

イ

ル

鈴川 辰男君

ゴルフの季節到来です。第８

４年間、大変お世話になりました。今後の皆様

回親睦ゴルフコンペを４月８

のご活躍を東北の地より祈っております。

日（日）に富嶽ＣＣで開催し
ます。空きはまだたくさんあ

久保田 隆君

りますので奮ってご参加下さい。今後の日程は、

●月●●日「お彼岸」の日に誕生日を迎えます。

５月１２日（土）
・葛城ゴルフ倶楽部、６月

ここまで健康でいられたことに感謝です。ちな

１０日（日）
・伊豆大仁ＣＣとなっています。

みに、●月●●日は、
ヨハン・セバスチャン・バッ
ハの誕生日でもあります。

和田 直哉君

直せませんでした。インタビューの機会を与え

お誕生日のお祝いありがとうございます。昨日、

ていただいたこと、多くの方に見ていただいた

次女が大学を卒業しましたが、三女はこの春、

ことに感謝しスマイルします。

中学●年生です。まだまだガンバリます。
横山 泰久君
植松 昌美君

昨日、静岡聖光学院のＰＴＡと卒業生のゴルフ

●月●●日、●●回目の結婚記念日を迎えまし

コンペがあり、ハンディにも恵まれ優勝させて

た。●月は家内の誕生日もあります。大変です。

いただきました。家族にも内緒にしていまし
たが、Ｆａｃｅ ｂｏｏｋに写真がアップされ、

上島 充君

それにタグ付けされて拡散されたものが植松会

●月●●日の結婚記念日にきれいなお花をいた

長の目に留まり、スマイルさせていただきます。

だき、本当にありがとうございました。単身赴

ＳＮＳはこわいですねえ。皆さんも気をつけま

任中で大変重宝いたしました。今後ともよろし

しょう。

くお願いいたします。
花村 豊充君
小林 武治君

３月１０日のゴルフコンペに参加させていただ

結婚記念日にはきれいなお花をありがとうござ

きました。前々回のコンペではブービー賞をい

いました。記念日前日に尊敬するロータリーの

ただき、前回もそれに近い成績だったと記憶し

先輩たちからも、ついでとはいえ祝っていただ

ています。こんなへたくそな私ですが、何と今

き、一生忘れられない記念日となりました。

回は優勝してしまいました。これもひとえに、
同組の久保田さん、磯部さん、野々垣さんたち

伊出 俊一郎君

と楽しくプレーできたこと、また委員長の平尾

報告が遅れましたが、３月４日の静岡マラソン

さんや一緒にプレーしていただいた皆様のおか

で初めてのフルマラソンを無事完走できました

げでございます。本当にありがとうございまし

のでスマイルさせていただきます。後半は足が

た。

ボロボロで５時間以上かかってしまいました
が、沿道で応援いただいた方やボランティアの

伊藤 彰一郎君

皆さんのおかげで何とか最後までたどり着けま

先週の１４日に、
静岡浅間神社に重要文化財「寛

した。唯一の心残りは、イチゴが売り切れだっ

文十年社中絵図」の複製品を贈呈いたしました。

たことです。

このレプリカは、高品質フルカラー複合機とカ
ラーマネージメント技術を活用し製作したもの

土井内 裕章君

で、今後、原本の代わりに静岡市文化財資料館

３月１８日の静岡新聞に当社の記事を載せて頂

に展示され、浅間さんの伝統文化を周知いただ

きました。記事は修正できたのですが、写真は

くために活用される予定です。このような形で

伝統文化継承に貢献できることを嬉しく思いス

を偲び世界平和を願って米山記念奨学会が設立

マイルさせていただきます。展示された暁には、

されました。１９５２年に東京ＲＣが奨学事業

静岡ロータリーの皆様にもご覧いただければ幸

の構想を立案し、その後１９６７年に「財団法

いです。

人ロータリー米山記念奨学会」が設立されまし
た。２０１７年度の奨学生数は７９３人、累計

鈴木 礁君

で１９，
８０８人、出身国は１２５の国と地域

スマイル発表で詰まる所が多く失礼しました。

に及んでいます。日本国内には３３の学友会が
あり、海外では台湾・韓国・中国をはじめ９ヶ

出
月日

席

報

告

国で４２の学友会が組織されています。我々学
メイク

改

定

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

3/5

107（105）

71 名 67.61 ％

3/12

107（105）

64 名 60.95 ％

−名

−％

3/19

107（105）

67 名 63.80 ％

−名

−％

今月平均

％

14 名 80.95 ％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

友会は総会・地区大会・地区委員会のイベント
を通して社会奉仕活動を実施、地区のイベント
にも参加しています。奉仕活動への取組みとし
ては、清掃・環境保全活動、また被災地復興支
援として２０１３年〜２０１４年に東日本大震
災の被災地を訪問し犠牲者を慰霊、河津桜を植
えました。国際貢献としては、日本のＮＰＯを
通じ、２０１３年度から３年間、タイ北部の子

ゲ ス ト 卓 話

供に就学支援を行いました。２０１６−１７年

「知恩報恩・社会奉仕〜学友会活動を中心に〜」

度では「スリランカの貧しい子供たちへ文房具

ＲＩ第２６２０地区 米山学友会 ２０１７−

を寄贈」イベントを企画し実行しました。今年

１８年度理事 上野 佳子さん

度はスリランカ支援第二弾として「医療器具寄

簡単に自己紹介します。出身

贈プロジェクト」を企画し、地区大会やクラブ

地は中国内陸部の武漢市です。

の例会卓話などで募金活動を行いました。学友

１９９０年１０月に自費留学

同士、奨学生、ロータリアンの皆さんとの交流

で来日、９９年４月に東京大

も学友会の目的の１つであり、お菓子作り、工

学大学院経済研究科博士課程に進学し、在学

場見学等を通じての交流も図っています。一方、

中に米山奨学生となりました。その後、浜松

学友会のｆａｃｅｂｏｏｋを頻繁に更新し、学

市に移住し、２０１１年以降、学友会の副会

友会だよりの発行も開始、広報に力を入れてい

長、会長、理事を務めています。米山梅吉翁は

ます。学友会の輪を広げネットワーク拡大にも

１８６８年生まれで幼少期を静岡県長泉町で過

努めています。ロータリアンの皆様との出会い

ごしアメリカに留学、日本で最初のロータリー

は私の人生の宝です。ロータリーや日本への感

クラブである東京ＲＣを設立、晩年は財団法

謝の気持ちを持って、社会奉仕活動を通して恩

人三井報恩会の理事長を務め、多くの社会事

返ししたいと思っております。これからも頑張

業・医療事業に奉仕されました。米山翁の功績

りますのでよろしくお願いします。

第２回 臨時理事会議事録
⒈協議・審議事項
①４月２３日 つつじ例会日程変更の件
幹 事
つつじ例会は、例年（２年に１度）
、もみじ
山の外の土手で開催してきたところ、鍵を管
理しているもみじ山が月曜休館で、月曜日
だと鍵の受渡しに支障があることから、今
回は４月２４日（火）に日程を移したい旨
説明があった。なお、雨天の場合、これも
例年どおり浮月楼で行う。
（承認）
②入会者・退会者の件
会員増強委員長
年度末をもって退会する富士通株式会社静岡
支社長花野博昭会員の後任として、中園圭
一さんから入会願が出されている旨説明が
あった（４月入会予定）
。
（承認）
③親睦旅行（家族旅行）について
親睦委員長
５月２０日（日）の日帰りで、行き先を京都
として行いたい旨説明があった（詳細は引
き続き検討の上、会員に告知する）
。
（承認）

