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2015 年 9 月 3 日　第 2616 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　昨日朝、ほんの一時でしたが、う
まけるような大雨で私の店の前の県
道もどぶに排水しきれず水が道路か
らあふれ低い地盤の店には入ってき
てしまいました、一方夕方には日が
差すという不安定な天気となってい
ます。8月末が 10°台後半の 10
月の気温、今日が 28度と暑くこの
会場もエアコンがついております。午前中土田会員が
歩いてお見えになり体調について説明頂きました。以

 会長報告　　星野　雄　会長　　

前より息切れなどがひどく本人は肺気腫だろうなどと
呼吸器関連が悪いと思っていたところ実は悪かったの
は心臓で急きょバイパス手術をしたとの事でした。血
管内にコレスレロールがかなりたまりこのままでは大
変な事になる一歩手前だったそうです。手術は上手く
いき今後 2～ 30年は大丈夫、ただし食生活は魚と野
菜が主、肉と揚げたものはダメとの事でした。先週の
例会でウォーナンブールから帰国の二人の報告会の様
子が神奈川新聞に写真入りで掲載されています、鈴木
幹事の質問に二人共とても良い笑顔で答えているシー
ンですご覧ください。29日（土）初声アリーナで行
われた青年会議所（JC）関東地区大会出席してまいり
ました。地元三浦 JCの三冨理事長の挨拶は若々しく
しかも自信に満ちた堂々としたものでした、他地区か
らおいでの会員の方々の挨拶も素晴らしいものでし
た。横須賀 RCの小澤会員も来賓としておみえでした。
14日（月）南西 RCとの合同例会堀ノ内駅から会場ま
でバスを６時半に出してくれる事になりましたご利用
ください。明日都内のホテルで今年が日韓修好５０周
年という事で「さらなる交流と親睦」をテーマに第１
３回日韓親善会議が開催されます、政治と市民感情の
上では日韓関係が以前よりギクシャクのようですがせ
めてロータリーの仲間として共に和やかにと思い、出
席してきます。

＊お誕生日お祝　　草野昌幸会員　Ｓ48.9.7
＊入会月お祝　　　鈴木金太郎会員　1995 年
＊地区より
　　・基本的教育と識字率向上月間に関するリソース案内
　　・地区大会パンフレット
　　　　　　（ご出欠は 9月例会予定にご記入下さい）
　　・2016-17 年度 DDF 方針説明及び
　　　　奉仕プロジェクト事例紹介セミナー開催案内
＊第一グループ三役会議事録
＊第一グループ AGより　
　　　　ソウル国際大会申込みについて
＊週報　横須賀 RC
＊三浦海岸納涼まつり花火大会協賛御礼
＊南三陸町人々の一年　チャリティ上映と講演開催案内

 幹事報告
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

・会員総数：25名
　　本日出席：12名　欠席：12名
　　出席率 50%
・MAKE UP
　　星野　雄、松崎貞男、鈴木正孝（第１G三役会）
　　藤喜代司（地区セミナー）
　　草野昌幸、藍田和雄、吉野　哲（SAA打合せ）
　により、出席率は 79.16％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 5,000 円    75,000 円 80,000 円
財      団 5,000 円   19,000 円 24,000 円
ポ  リ  オ 0 円   7,000 円 7,000 円
米　　山 5,000 円   20,000 円 25,000 円
周　　年 0 円   1,000 円 1,000 円
　 計 15,000 円   122,000 円 137,00 円

・星野　雄　藤会員、本日米山セミナー報告よろしく
　お願いします。
・菊池　恵　前回欠席致しました。本日も早退させて
　頂きます。
・藤喜代司　卓話、お耳をよろしくお願いします。
・長瀬六朗　卓話楽しみにしています。

　＜米山奨学セミナー＆カウンセラーに参加して＞
　８月 22日、午後 2時からという
ことで行ってきました。　
辻堂は東海道線の藤沢の次、でも藤
沢市ですね。湘南海岸に接した良い
ところで、きれいに整備された裕福
な市であるのが一目でわかるところ
でした。
　私は電車でしたが、JR辻堂駅か
ら歩いて 5分で会場の、アイクロス湘南、相澤さんの
ビルだそうです。建てて未だ何年も経っていないと思
いますが、新しい、素晴らしい建物でした。
　それに比べて駅前広場とか、人の行き来とか、ビル
群とか、ついついひがみ根性でしょうか。
ちょっと余分なところにいってしまいましたが。

　そして先に進めますが、開始時間は午後の 2時から
5時までばっちり 3時間。ロータリーですからきちっ
と始まりまして、きちっと終わりました。
　

　内容は二部に分かれていて、
一部は小沢一彦理事長のお話と、二部は米山カウンセ
ラーについての報告と質問と回答。3時間かけて行わ
れました。そして小沢さんからは、今まで集めた米山
奨学金の苦労話と、奨学金がどう使われているか。集
まっていないところで集める方法は。皆様の熱意と工
夫を数字で達成してほしい。世界平和と国際親善に役
立つことをより多くの皆様に知って欲しい。
　今米山学友は 14800 人、約 15000 人ほどになって
いる。今年は 736 人になったということですが。
チョット飛ばしますが、ビル・ゲイツさんから寄付の
話。米山学友だった留学生から毎年 50万円ずつ 9年
間も寄附をいただいたこと。

身近な会員さんの寄附の状況

そして来年はソウルに行こう
12月 15日までに申し込むと安い、310 ドル
スピーカーにはケネディ駐日大使を推薦したいとのこ
とも言っていました。誰になるかまだ分かりませんが。

米山奨学カウンセラーについて
①アンケートにありますがそのほかに
　優秀な青年インドネシア人でイスラム教
　食べ物で四足がだめなので非常に困った
　マンション暮らしになってからご近所のお付き合い
　がなくなり、交流も減り、まずいことだとの話が出
　ました。
②優秀な青年である横浜国大に入学できてしまった。
　よい人を選んでくれてありがとう御座いました。
　地域も変わってしまう。
③妊娠してしまった。びっくりしてしまいましたが、
　１月が産み月相手のことも聞き、相談する人がいな
　くて困った。お世話になった産婦人科にも行きまし
　た。
a. クリスマス会には産婦人科の先生にも来てもらうと
　よいですね。
④ぽく・してさん　私の隣に座った横須賀の前川さん
　がコメントした。
　君は奨学金をもらわないと学校に行かれないのと
　学校の人に言われて困っている。
　学校の人に理解してもらうために説明が足りない。

あと、
　祥さん：KOに行き、KOからフランスへ留学、又帰っ
　　　　 てきた。
　Tさん：KOからアメリカに行った。
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