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2017 年 10 月 24 日（晴れ）第 17 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
ＳＡＡ 大塚会員
◇ロータリーソング「それでこそロータリー」
◇本日のメニュー
和定食

会員数 120 名

ＤＬ委員
ＤＬ委員

列席 94 名

中村 明会員
山中和弥会員



幹事報告
ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
◇宇都宮東ＲＣ夫人の会
羽石和子様、野口英子様、加藤啓子様
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。今月は「経済と地域社会
の発展月間」及び「米山月間」です。そこで本日
は、米山記念奨学生のチョンセンチャン カムニー
サイ君の卓話と地区Ｒ米山記念奨学会の辻委員長
から「ロータリー米山記念奨学会について」のお
話がありますので、よろしくお願いいたします。
◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン カムニーサイ君
◇Ｒ財団より表彰
＜ＰＨＦ＞ 松山 栄会員
＜マルチプルＰＨＦ＞
川村 壽文会員（３回目）
小菅 庸二会員（３回目）
塚田 宗雄会員（３回目）
末永 義雄会員（４回目）
田嶋 光男会員（４回目）
小林 利延会員（５回目）
髙野 藤房会員（８回目）
◇ＲＩ 2550 地区・地区委員委嘱状
＜ 2017 ～ 18 年度地区委員＞
ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）
委員会

出席率 86.54%

片嶋幹事

◇来週の例会は太城ガバナー公式訪問。ガバナー
のお話の後、地区関連行事のお疲れさま会。
◇ 11 月７日（火）は地区大会の振替休会。
◇昨年の細則改定が現況報告書に一部反映されて
おりませんでした。後程レターＢＯＸに入れま
すので現況報告書に挟んでおいて下さい。
◇レターＢＯＸにＲ米山記念奨学事業豆辞典配付。

委員会報告
◇公式訪問随行委員
小林（正）地区副幹事
昨日の 90 ＲＣ、さつきＲＣをもちまして県
内 50 クラブの公式訪問を終える事が出来まし
た。皆様のご協力に感謝申し上げます。
◇スマイルボックス委員会
渡邊和裕会員
10 月 22 日、無事、鹿沼市で住宅型有料法
人ホーム「瑠璃の里」を竣工しました。関係
各位様ありがとうございました。11 月１日
入居スタートです。宜しくお願いします。
野球部有志一同
先週 22 日に行われる予定だった第 2550 地
区ガバナー主催、第 23 回親睦野球大会は台
風の影響で 10 月 29 日（日）に延期となりま
した。去る 10 月 20 日に前々夜祭が開催され、
抽選で東ＲＣ野球部はＡブロックで、真岡Ｒ
Ｃ、宇都宮陽東ＲＣとたたかいます。場所は
白沢街道沿いの河内総合運動公園野球場Ａ球
場で、午前９時試合開始です。会員皆様の熱
い応援をお待ちしています。

◇出席委員会
荻原委員長
＜皆出席表彰・９月分＞
通算 26 年 髙野 藤房会員
通算 20 年 福田 治雄会員
通算 17 年 加藤 勝朗会員
通算 12 年 五味渕秀幸会員
連続 ７年 齋藤 秀明会員
連続 ７年 手塚 正智会員
連続 ４年 大塚 宏一会員
連続 ４年 山﨑 盛美会員
◇Ｒ米山記念奨学会委員会

田村Ｒ米山記念奨学会学友委員長
10 月は「米山月間」です。本日は米山記念
奨学生のチョンセンチャン カムニーサイ君な
らびに第 2550 地区Ｒ米山記念奨学会委員長の
辻 裕司様による卓話となります。米山記念奨
学会へのご理解、ご支援をお願いいたします。

本 に つ い て 興 味 を 持 ち ま し た。 高 校 卒 業 後、
ラオスの国立大学に入学し、そこで、日本へ
留学する試験を受け、平成 22 年４月に留学す
ることが出来ました。
４．将来について
ラオスはまだ発展途上国なので、優秀な人材
が不足しています。卒業後はラオスの大学の教
授になり、日本で学んだ知識や経験を活用し、
人材育成に貢献したいと思います。また、ラオ
スと日本の架け橋になりたいと思っています。

地区委員卓話
「ロータリー米山記念奨学会について」
第 2550 地区Ｒ米山記念奨学会

辻 裕司委員長

米山記念奨学生卓話
「近況報告」

チョンセンチャン カムニーサイ君
こんにちは。ラオスから参りました。宇都宮大
学大学院情報工学科／情報システム科学専攻で勉
強しています。今日は簡単な自己紹介とラオスに
ついてお話させていただきます。
－ スライドにて説明 －
１．ラオスについて
東南アジアに位置し、中国、ベトナム、カン
ボジア、タイ、ミャンマーに囲まれている。海
がない国。世界でもっとも爆弾が落とされた国。
人口約 700 万人。首都はヴィエンチャン。日本
から飛行機で７時間かかる。気候は雨季と乾季
のみ。
２．地元の紹介
故郷はオモネタ村です。村から一番近い町ま
で徒歩で４時間かかります。村には小学校１年
までしかなく、その後は町の学校に編入になり
ます。毎日通学することが出来ないので、町に
泊る必要があります。泊るところがない学生は、
１年生で勉強をやめることになります。泊ると
ころがある学生は月曜日から金曜日の午前中ま
で勉強して、金曜日の午後に村に戻り、家の手
伝いをして、日曜日に戻ります。私はこうした
学生生活をしておりました。
３．学校の紹介
学校には日本人の建てた建物もあり、日本
の国旗や日本の国を説明した掲示物が貼って
あります。私の学校にも貼ってあり、これを
読んで、日本はどういう国か、どうして無償
で私たちの為に学校を建ててくれるのか、日

－ パワーポイントにて説明 －
皆さん、こんにちは。カムニーサイ君の話はい
かがでしたか。彼の話を聞いて、アジアの学生を
応援したいという気持ちになります。ベトナムの
ノン・ティ・ビックさん（ 2013-15 年度米山記念
奨学生）のお話にも似ていました。また、彼の先
輩でもあるポンマサックさん（ 2016-17 年度米山
記念奨学生）が先月国に帰り、日本の企業に勤め
る事が出来ましたので、ご報告いたします。
今年は米山記念奨学会の財団設立 50 周年にあ
たります。本部で作成したパワーポイントには、
米山梅吉からその後の米山奨学会設立に至る経緯
について紹介しています。戦後間もない 1952 年
に、米山基金構想を東京ＲＣの古沢丈作さんが会
長の時に立案しました。その後、「米山基金」開
始、財団発足、全国組織としてスタートしていき
ました。古沢丈作さんは西方村の出身です。
米山記念奨学事業の成果として、学友会につい
てお話します。奨学生は奨学期間を終了すると米
山学友になり、永久番号で本部に登録されます。
現在 124 の国から 19,197 名の学友がおります。学
友会は海外に 7、国内に 33 あります。学友が中心
で発足されたクラブに台北東海ＲＣ、東京米山友
愛ＲＣ、東京米山ロータリーＥクラブ 2750、埼
玉大空ＲＣ、台中文心ＲＣがあります。日本を思
う心として、学友・学友会から寄付もしていただ
いております。東日本大震災への義援金は約 760
万円、米山記念奨学会への寄付は累計で 3,032 万
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円とのことです。ロータリアンになった学友は
227 名おります。
続きまして寄付についてご案内いたします。昨
年の全国の１人当たりの平均寄付額は 15,435 円
でした。一番高かったのは第 2590 地区の 31,801
円で、当地区は 18,301 円で９位です。推移を見
ると当地区はだいたい７位をキープしていました
が、最近は９位となっています。毎年、奨学生の
地区への割り当ては、各地区の寄付額によって決
まります。来年の当地区の奨学生は一名減とな
り、21 名です。全体枠ではここ最近 780 人でした
が、来年は 820 人と増えております。2550 地区で
の 2017 年度の寄付額の合計順位は足利東ＲＣが
１位で、宇都宮東ＲＣは２位です。しかし、個人
平均寄付額で見ますと、当クラブは 18,482 円で
21 位です。過去の累計の寄付額は第４位ですの
で、もうちょっと頑張っていただきたいなという
思いがいたします。
寄付金の地区目標は１人 18,000 円ですが、本
部の目標金額は 20,000 円です。そこで、委員会
では 22,000 円を目標にお願いしていこうという

ことで展開しはじめました。普通寄付が前期・後
期、５千円ずつ。特別寄付が月千円ずつ。合計で
22,000 円です。多くの方々にご賛同いただけれ
ばありがたいと思います。寄付増進が目的ではご
ざいません。日本と日本人を理解した優秀な学生
を世界中に羽ばたかせる、そして国際親善の輪を
大きく広げていくことが米山記念奨学会の目的で
す。ただ、日本も寄付文化の醸成の時期にきてい
ると思います。社会貢献に意義を見出し、奉仕活
動を楽しんでいきたいと思うところです。
※Ｒ米山記念奨学事業豆辞典をご参照ください。
年次総会について
田嶋（章）会長
2017-18 年度のクラブ年次総会を 12 月５日に開
催致します。年次総会ではクラブ細則第３条第１
節の規定により、役員である次々年度会長、次年
度副会長、幹事、会計、ＳＡＡおよび理事ならび
に会計監査の選挙を行う予定です。理事、役員に
立候補される方がございましたら、片嶋幹事まで
お届け下さい。12 月５日の年次総会につきまし
ては、皆様ご出席の上、ご審議下さい。
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