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＜点
鐘＞
会長 平林 英一
＜ロータリーソング＞
奉仕の理想
＜本日のビジター＞
一宮ロータリークラブ 内藤 寛一
＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
地区米山奨学委員長 内藤 篤 様
（岐阜西ＲＣ）
米山奨学生 ホウ ジュメイ 様
＜会長の時間＞

会長

◆会報担当 岩本 正樹

平林

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
898 回

49 名

49 名

42 名

－

85.71%

前々回
896 回

49 名

49 名

43 名

1名

89.80%

＜幹事報告＞
様

英一

10 月 2 日のＩＭでは本当にご苦労様でした。皆様のお
かげで無事終了できました。石井ガバナーから御礼状をい
ただきました。本当に嬉しかったです。

今週は、いよいよ地区大会が四日市であります。参加して
下さる会員の皆様よろしくお願いします。クラブの会長と
して、大きな事業の一つです。無事に楽しく勉強していき
たいと思います。また、会長賞の受賞の連絡もあり、そし
て地区表彰も「中学生への出前講座」で表彰を受けます。
前年の清水会長をはじめ、前役員の功績でありまして、感
謝申し上げます。
さて、今日のプログラムは、米山奨学委員会です。地区委
員長の内藤様、そして米山奨学生のホウジュメイ様には遠
いところを来てくださり、ありがとうございます。本日の
卓話よろしくお願いします。それから、会員の皆様には米
山奨学委員会への寄付の協力をお願い申し上げます。会員
の協力なくしてはかなえられません。これからは、ますま
すお願いごとの多い月が始まりますが、よろしくお願いし
ます。
以上、会長の時間とします。ありがとうございました。

幹事

新宮 一郎

◎国際ロータリー本部より
・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーより
・東日本大震災地区に対する義援金のお願い
・世界的なデーターサービス提供のご案内
Benefactor report
Club recognition summary
Donor history report
Every Rotarian, every year eligibility report
Monthly contribution report
・ガバナー月信 ＲＩ会長代理プロフィール追加のお知
らせ
・ポリオ撲滅 公開イベント/パネル討論会のご案内
・ＩＭ参加の礼状
・地区大会における表彰について
ＲＩ表彰・2010～2011 年度会長賞
地区表彰・意義ある業績優秀賞
（中学生への出前講座）
○ロータリー米山記念奨学会より
・豆辞典
・クラブ米山記念奨学委員長の手引きと
寄付マニュアル
・2010 年度事業報告書
・事業報告書統計・資料編
・2010 年度決算報告
○高山ロータリークラブより
・高山５クラブ親善ゴルフコンペのお礼と決算書
○日本ロータリーＥクラブ 2650 中部地域より
・会報
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・岐阜県青少年健全育成県民大会開催のご案内
日時：11 月 13 日（日）13：00～
会場：岐阜市教育研究所
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＜本日のプログラム＞
米山奨学委員会
委員長

ロータリアンのハートの火を近景・中景・遠景の人々のハ

和田

良博

ートに移して行くのです。日本のロータリーの誇りである
米山記念奨学事業は「遠景」の中の世界への奉仕に間違い
ありません。
本日、卓話でのご要望の通り米山奨学生のホウ・ジュメイ
さんを伴ってお邪魔いたしました。宜しくお願いいたしま
す。

『岐阜県で笑顔あふれる留学生活』
名城大学 方樹名
本日は米山奨学委員会担当例会とうことで御座います。
内藤篤地区米山奨学委員長様は岐阜西ロータリークラブ

様

皆様、こんにちは。私は名城大学院博士後期二年生の方樹
名と申します。

所属で現在は社団法人岐阜県建設業会副理事や、社団法人
岐阜県建設業協会評議員を歴任され、内藤建設常務取締役
です。
岐阜よりわざわざお越し頂きまして誠にありがとうござ
います。
高山中央ロータリーとしては 3 年ぶりの奨学生の卓話を
頂く事となりました。ホウ・ジュメイさんは名城大学、都
市情報学研究科の博士課程だそうで御座います。
それでは内藤篤米山奨学委員長に奨学生の紹介と米山奨
学会の意義等のお話をお願い申し上げます。

『米山記念奨学事業について』
RI2630 地区米山奨学委員会
委員長 内藤

私は中国の湖单省の出身です。日本に来た後で、よく聞か
れるのはなぜ留学先に日本を選んだかということです。
中国に比べて、日本の防災技術のレベルが高いと思ったか

篤

様

らです。今年の東日本大震災が発生した後で、東方地方の
交通整備局は迅速に効果的な交通計画を実施しましたの

本日は米山月間に際し卓話にお呼び立ていただきまして

で、災害救援も順調に進められました。

感謝いたします。高山中央クラブにおかれましては、前年

また、交通についての国際会議に参加した時、名城大学の

度に地区幹事として劒田さん・久々野さん、本年度は分区

若林教授が交通計画についての分野に世界でも有名な専

ガハナー補佐として劒田さんを輩出され、ご活躍されてい

門家であることを知りました。そのため、留学先に日本の

ることをお慶び申し上げます。また、日頃よりの米山記念

名城大学を選びました。

奨学事業の推進につきまして心よりお礼申し上げます。

今、大学院での研究予定は｢大都市における災害時の交通

６月開催の（財）ロータリー米山記念奨学会の理事会の緊

計画｣です。

急決議において、寄付金の増額の呼び掛けを決定され、依

自分の専攻以外でもたくさん体験しました。日本へ来る前

頼されたところです。毎年の米山月間に先立ち「豆辞典」

には、日本人に対しては、冷たく厳しいイメージを持って

が全国のロータリアンに配布されます。是非、お目通し下

日本へ来ました。ところが、やさしく親切な日本人に会う

さい。寄付金の使途が分かります。

と、とてもびっくりしました。日本人の優しさは日本に来
て実際に体験しないと絶対にわからないでしょう。
震災後の救助活動で印象に深く残った事は、救助知識を十
分に持っているボランティアが多い事です。自然災害の前
には人間は無力でも、被災地のたくさんの日本人がほほ笑
んで頑張り、自分のことだけではなく、周りの人たちの事
にも積極的に助け合い、被災地の復興を目指します。被災
地地域住民同士が困難の中で見せる笑顔が新しい地域づ
くりの鍵になると思っております。東日本大震災から、日
本人が笑顔で困難を乗り越える姿を、いつまでも私たちの
心に焼き付けると思っております。

我々は一生懸命働きポケットから浄財を出し社会活動を

日本に来たからこそ、笑顔あふれる日本人が親切でまた、

推進します。
「近景」としての私と貴方、
「中景」としての

困難に屈しない気質を持っている事を感じる事が出来ま

家族・企業・業界団体・町内市内県内の地域、
「遠景」と

した。

しての地方・国家・世界、を支え続けて生きています。我々

ご静聴いただきまして、ありがとうございました。
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＜10 月のお祝い＞
会員誕生日
永井 信次
中田 專太郎
伊藤 正隆
坂之上健一
岡崎 壮男
冨士井忠男
谷口 欣也

結婚記念日
Ｓ２５年１０月 ５日
Ｓ３０年１０月 ６日
Ｓ２７年１０月１１日
Ｓ３１年１０月１７日
Ｓ３５年１０月２１日
Ｓ１７年１０月２５日
Ｓ３５年１０月２７日

津田 久嗣

Ｓ６２年１０月 ４日

針山順一朗

Ｓ５４年１０月１４日

坂之上健一

Ｓ５７年１０月１９日

今井 俊治

Ｓ５４年１０月２３日

永家 将嗣

Ｓ５６年１０月２５日

平林 英一

Ｓ５２年１０月３０日

久々野国良

Ｓ５１年１０月３１日

夫人誕生日
岩垣津 亘

則子

１０月１１日

和田 良博

景子

１０月１１日

田中 雅昭

栄子

１０月１３日

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は卓話でお世話になります。

地区米山奨学委員長 内藤篤様、米山奨学生 ホウ・ジュ

地区米山奨学委員長 内藤 篤 様（岐阜西ＲＣ）
貴クラブに久しぶりにメーキャップさせて頂きます。高山
祭り期間中は「匠館」にて「屋台織物」を展示させて頂き

メイ様、本日はお忙しい所当クラブの例会にご出席頂きま
してありがとうございます。また、先日は妻にお花をあり
がとうございました。

和田

良博

ました。今日は、松之木様と同伴出席させて頂きました。

一宮ＲＣ 内藤寛一様のご来訪を歓迎致します。今年の高

ありがとうございました。

山八幡宮例祭は大変天候が良く、副年行事の役も無事終え

一宮ＲＣ 内藤

寛一

様

一宮ＲＣ 内藤寛一様、地区米山奨学委員長 内藤篤様、
米山奨学生 ホウ・ジュメイ様のご来訪を歓迎致します。

る事ができました。高信本店ロビーには、内藤さんの屋台
の織物が掛け軸が展示してあります。是非ご覧下さい。
松之木 映一

10/2 のＩＭ 皆様大変お疲れ様でした。ありがとうござ
いました。ガバナーはじめ地区役員の方々やクラブの数人

先日のＩＭでは、メンバーの皆さんのご協力、誠にありが

の方と話をしましたが、殆どの方が良かったと言ってみえ

とうございました。当クラブのまとまりと協力は全ロータ

ました。我々が行った企画は、大変効果があったことを意

リークラブに誇れるのもだと改めて実感しました、やっぱ

味していると思います。クラブにとっても新たな一歩が刻

いいクラブです。

まれたＩＭでした。２、３日して石井ガバナーより、昨今
多くなっている講師の講演会でなく、ＩＭ本来の親睦と研

大保木 正博

先日は妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。
田中

修であり大変いい研修の場であったとメッセージを頂き

雅昭

ました。また、日本ロータリーＥクラブ 2650 中部地域様

９月には、夫婦共々、誕生日祝いを頂きましてありがとう

からは、
「朝早くから駐車場や会場への案内の為ずっと立

ございました。妻が大変喜んでおりました。

ち続けてお迎え下さった高山中央ＲＣの方々。素晴しい
（もてなしの心）これぞロータリーの心。私達まで会場移
動の時もご案内頂きました。懇親会ではバイキングの料理
を運んで下さいました。高山駅や会場への幹線道路の交差
点にも案内係りが。前日には、手落ちの無い様きちんとリ
ハーサルがなされていました。ＩＭの立派な看板の前で記

坂家

賢司

先日、飛騨高山ＣＣから「ＨＣ６」の通知が来ちゃいまし
た。これも一重に皆様方のお陰と心より感謝申し上げます。
今後は「ＨＣ６」を返上することなく更に上を目指して精
進致しますので今後ともよろしくお願い致します。
島

念写真を撮るつもりが、出るのが遅くて看板がありません

良明

でした。片付けも手際良いですね。ロータリーの勉強もさ

先日の「はぐるま会」で優勝させて頂きましたのでニコニ

ることながら、ホストクラブの行き届いた細やかなホスピ

コへ。スコアは言えませんがＨＣ24 を頂いていました。

タリティに感動した一日でした」と感想を頂きました。
この様に、盛会に無事にＩＭを終えられたのも、大保木実
行委員長をはじめ高山中央ＲＣの皆さんのご尽力のお陰
と感謝を申し上げます。ありがとうございました。
濃飛分区ガバナー補佐

剱田

廣喜

一宮ＲＣ 内藤寛一様、地区米山奨学委員長 内藤篤様、

下田

「はぐるま会」出席の皆様ご苦労様でした。下田君優勝お
めでとう。私は３位。

理事役員一同

新宮

一郎

先日の「はぐるま会」優勝より難しいＢＢ賞を頂きありが
とうございました。次回はもう少し上を狙います。
永田

米山奨学生 ホウ・ジュメイ様のご来訪を歓迎致します。
卓話をよろしくお願いします。

徳彦

本日、早退させていただきます。

水川

富次
巧

