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「ガバナー公式訪問 」
本日の卓話
国際ロータリー第 276０地区
田中正規君
地区幹事
榊原勝俊君

2013-14 年度ガバナー

9/19：98.28

9/26：94.64%

●田中ガバナープロフィール
生年月日：1948 年(昭和 23 年）
7 月 25 日
所属ＲＣ：西尾 RC
職業分類：病院
勤 務 先：(医法)西尾病院 理事長
所 在 地：西尾市和泉町 22

【10 月 10 日第 1951 回例会 会長挨拶】
昭和 39 年 10 月 10 日に東京オリンピックの開会式が行われ、平成 12 年までこの日は体育の日として国民の
祝日でした。しかしハッピーマンデー制度の導入で体育の日は 10 月の第２月曜日になりました。
昨日台風 24 号が接近しましたが大きい被害も無く一安心致しました。台風は 1 年間で平均 26 個ほど発生し
ており、日本に上陸するのは平均で 3、4 個です。9 月以降は上陸しやすく大きな被害を起こしやすいと言われ
ており、伊勢湾台風も 9 月でした。1923 年 9 月 1 日には関東大震災も発生しており、防災についての心構え
をする日になりました。昔の話になりますが、秋の収穫が終わる頃に五穀豊穣を感謝するお祭りがあり楽しんだ
記憶があります。秋になると昔のそんなことが深く思い出されます。

前回の卓話

｢砂漠の故郷と日本とロータリー｣

地区米山奨学委員会 副委員長 山本光人君(豊橋北 RC)
米山学友 張 素芳（ジャン・ス・ファン）様

山本光人君(豊橋北ロータリークラブ所属)
これまで岡崎東ロータリークラブさんには８名の奨学生を受け入れて頂いています。世話クラブを決める上で
は、奨学生の住んでいるところから 1 時間以内に例会に参加できるかということを基準にしています。
2012-13 年度の全国からの米山奨学に対する寄付金は 13 億 2500 万円でした。事業費に比べると赤字に
なってしまっており、奨学生を 800 人から 700 人に減らしました。愛知ではホシザキ電機さんからの寄付も
あり昨年度の 31 名から、来年度は 37 名に増えています。岡崎東 RC では昨年度の 1 人あたりの支援金は
27,032 円で県内でもトップクラスでした。
張 素芳(ジャン･ス･ファン)様
私は 20 数年前に日本に来ました。きっかけは大学で日本語について勉強したことでした。最初は外国なのに
同じ文字を使っていることに面白いと思っていました。しかし、日本語にはひらがなやカタカナもあり難しく
て、私は今でも苦手です。その後 3 年間大学で日本語を教えていましたが、生徒に日本のことを聞かれても分
からないということがありました。そして 1 度日本に行きたいと思うようになったのです。当時は日本に来る
チャンスが無く、自分で資金を用意することはほぼ不可能でした。そこで奨学金を使おうと思ったのです。留
学先は東北大学の文学部でした。1 年の留学でしたが、その後も日本でもっと学びたいと思い奨学金は受ける
ことが出来なかったので、アルバイトをしながら大学に通いました。大学院に入った頃に生活が苦しくなって
もう帰国しようかと思った時、ロータリーの奨学生の案内を見つけ申し込みました。そして 2 年間奨学金を受
けられるようになったのです。卒業後結婚もして２人の子供にも恵まれました。ロータリーと出会わなければ
今頃どうなっていたのかと思う時があります。ロータリーのおかげで今の暮らしがあるので感謝の気持ちは忘
れません。今は学友会に参加し活動しています。少しでも力になれたらとお手伝いをさせて頂いているので、
役に立てればと思います。

地区米山奨学委員会 山本光人君

会長挨拶

卓話：張 素芳様
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ようこそ！本日ビジターの皆様

 幹事報告
■ 10 月 18 日(金)地区社会奉仕･環境保全委員長会議

が開催され、林環境保全委員長が参加されます
■ 10 月 20 日(日)ドミー若松店にてローターアクトチ

ャリティーバザーが開催されます。
■ 10 月 23 日(水)岡崎ニューグランドホテルにて岡崎

4RC 会長幹事会が開催されます。引き続きローター
アクトとの懇談会が行われ、安井青少年奉仕委員
長・石川 RAC 委員長が参加されます。
■ 本日例会終了後、第 9 回理事会を開催します。
■ 10 月 17 日はガバナー公式訪問です。会場は大ホ
ールですのでお間違えの無いようお願いします。
■ 10 月 24 日は職場例会です。12 時半から八丁魚光
にて行いカクキュー八丁味噌様の工場見学です。
 出席委員会 本日の出席率 87.27%(欠席 7 名)
前々回(9/26)修正出席率 94.64％(欠席 3 名)
 ビジター報告 [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]2 名


ニコボックス委員会

 青山俊次君 三城様 今日はようこそおいでくださ
いました。

会議報告：

「第 1 回広報委員長会議」

 金本孝美君

山本様、ジャン様を歓迎いたします。
今月は米山月間ですので宜しくお願いいたします。
 池田正君･林孝夫君 先日おおだの森草刈清掃を行
いました。皆様のご協力で大変綺麗になりました。
 草野信隆君 おおだの森草刈ご両方ご無礼しました。
 石原靖増君･小林清文君 草刈清掃ご苦労様でした。
 神尾英雄君 少しいい事がありました。
 手嶋明君 九州四国 2500 ㎞のドライブ旅行をし
てきました。
 長坂勲君 今夜青山さんの歌を楽しみにしてます。
 永田和氐君 無事退院しました。
 坂野弘君 今週日曜に藤川むらさき館でサルサのイ
ベントを主催します。
 小木曽進君 ニコに協力いたします。
 鈴木圭介君 地区広報委員長会議に出席しました。
 石川雅規君 ローターアクトバザーの品ご協力有難
うございます。来週も受け付けますのでよろしく。
 職業奉仕委員会 職場例会 10/24 のご案内
 広報雑誌委員会 ロータリーの友ご一読ください。
 米山奨学委員会 特別寄付及び小銭寄付のお願い

平成 25 年 10 月 4 日(金)

広報雑誌委員長 鈴木圭介

地区広報委員会･第 1 回クラブ広報委員長会議が 10 月 4 日にありました。
「国際ロータリーのブランド戦略と
ロータリークラブ」をテーマに、広報委員会プレゼンや「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」の PR、ロータ
リーの友編集長の二神さんによる講演などが行われました。本会議終了後には懇親会も行われました。

１０月・１１の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/24(木)12:30～ 合資会社八丁味噌 ｢職場例会｣ 於：(資)八丁味噌（カクキュー）
10/31(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

11/7(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館 ｢ロータリー財団未来の夢計画について｣地区 R 財団委員会 小島哲夫君

11/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢円滑なコミュニケーションをめざして｣ 前川みどり様
11/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「委員長会議報告」生駒尚久君・酒井賢君
11/28(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「ローターアクトクラブ活動報告」岡崎 RAC 会長 鈴木大裕君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

10 月 21 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15

10 月 21 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

10 月 22 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル 17:30～18:30

10 月 25 日（金） 豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

10 月 25 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 29 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

10 月 21 日（月）

名古屋 GC

定例会

ひよどり会

11 月 14 日（木）

チャーム

定例会

写楽会

内容

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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