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本日の卓話 次回の卓話（10 月 18 日）

卓 話

「米軍基地訪問の面白い話」 「囲碁を打つＡＩとの出会い」

祖父江　重夫　様 マイケル・レイモンド九段
東京福生ロータリークラブ

米山奨学生

「内容を録音したデータが事務局にあります」

「いつも　ありがとう」 

カムピラー・アイラダーさん
紹介者　深澤壽一会員

紹介者　小林佳俊会員 紹介者　小林佳俊会員

卓話をするカムピラー・アイラダーさん

理事会報告

1．2016-2017 年度決算報告について。承認された。

収支は 100 万円ほどの黒字となった。

10 月 4 日　第 1246 回例会報告

会長報告

1．既にご連絡しましたとおり、チャーターメンバー

である小勝善一郎会員が 9 月 30 日に逝去されま

した。

当クラブ 1995-1996 年度会長、北分区ガバナー

補佐を務められ、クラブのためご尽力いただき

ました。

本日は、皆様と共に謹んで黙祷をささげたいと

思います。ご起立下さい。

葬儀については、10 月 4 日御通夜　5 日告別式

となります。

次年度の会計のやり方及び担当については、今

後検討する。

2．制定案について。承認された。

3．北分区合同例会について。参加するよう会員に

周知する。

4．11 月 10 日～ 11 日の親睦旅行について。

現在 22 名ほど宿泊の申込あり、当初の予定通り

マザー牧場などを回る予定。

5．その他

ａ．「アフガニスタンの子供たちにランドセルを

送る運動」への協力依頼。会員に周知する。

ｂ．北分区ゴルフ予選参加者のメークアップ扱

いの件。メークアップ扱いとすることが承認

された。

ｃ．次回開催日時 2017 年 11 月 1 日　飯田会員

の事務所（表参道）17：30 ～
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ニコニコＢＯＸ 25,000 円

累　　計 346,000 円

幹事報告

1．過日、クラブ職業奉仕委員長会議のご案内をメー

ル配信いたしました。

ロータリーアンどなたでも参加できますので、

ご希望の場合はクラブ事務局へ

ご連絡下さい。

日　程 2017 年 11 月 21 日（火）

 　会議・懇親会　16:00 ～ 19:00 

会　場 ロイヤルパークホテル　

登録料 １名 10,000 円　となります。

2．4 月に開催された地区研修協議会の報告書を出席

された方のメールボックスへ配布いたしました。

また、米山奨学会より「豆辞典」が届きました。

こちらは皆様に配布しております。

ご確認をお願いいたします。

3．2018 年 2 月 9 日（金）～ 14 日（月）3 泊 4 日の

日程で『第 39 回バギオ訪問交流の旅』のご案内

が届きました。詳細はクラブ事務局へお問い合

わせ下さい。　

4．持ち回り理事会にて、唐木千暁会員　並びに靏

岡秀郎会員が 2017 年 6 月末をもって退会され

ました。会員各位へのご報告が遅れましたこと、

お詫び申し上げます。

尚、理事会議事録はメールボックスにおいてあ

り閲覧できますので、ご覧下さい。

出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：3名　出席数：34名

欠席数：11 名　出席率：75.56％

9 月 20 日修正後出席率：75.56％

クラブゲスト：ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱｲﾗﾀﾞｰさん

（卓話者・米山奨学生）

渡辺章悟様（米山奨学生指導教官）

ｽﾃｨﾌﾟﾗｻｰﾄ・ｼﾌｧｰ様

（お世話になっているお寺の方）

ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱﾃｨﾎﾟﾝ様

（アイさんのお兄様）

ニコニコＢＯＸ

＊松下和正会員

先週は新世代会議、本郷国際友の会にご参加とご

協力ありがとうございました！

＊熊井　寛会員

本日所用により、早退させていただきます。アイ

ちゃんのスピーチは、録音にて聞かせてもらいま

す。

＊井田吉則会員

来週 11 日の規定検討委員会宜しくお願いいたし

ます。

＊林　一好会員

誕生日のお祝ありがとうございます。

＊古関伸一会員

9 月 30 日の『本郷国際友の会』ご協力有難うござ

いました。又、小出会員、星野会員、ご援助感謝

します。

＊山田英明会員

本日、早退させていただきます。

＊澤部利藏会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

＊長久保スミ子会員

本日はお忙しいなか、アイさんのゼミ担当の東洋

大学の渡辺教授、お寺の代表シファーさんとお兄

様、良くいらっしゃいまして、ありがとうござい

ます。

「アイちゃんの指導教官　渡辺先生、お世話になって
いるお寺の方、お兄さんも例会に来てくださりました」

当クラブのチャーターメンバー
小勝善一郎会員が享年 96 歳にてご
逝去されました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

【在京】クラブ職業奉仕委員長会議のご案内

職業奉仕に関連して、「日本古来の商業倫理・サー

ビス精神」を題材に米山梅吉の勤めた企業の元祖と

言われる「三井高利」、ロータリーの職業倫理の思

想家「石田梅岩」をとりあげ、また、関連してロー

タリークラブの会員構成についてのテリトリー論を

とりあげた内容となっています。ご参加者の皆様に

は特別に資料がいただけるそうです。

ご出席希望の場合は、クラブ事務局へ 10 月まで

にお知らせ下さい。

記

日　程 2017 年 11 月 21 日（火）

 　16:00 ～ 17:30 会議



9 月 24 日（日）学士会館（東京都千代田区）にて

第 52 期派遣学生帰国報告会が行われました。

その後、帰国学生・来日学生・派遣予定学生合同

歓迎会が行われ、第 54 期（2018-2019 年度）派遣予

定学生挨拶があり、当クラブがスポンサークラブと

なっている中川麻耶さんが力強く挨拶をしました。
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左側より、中川さんお父様、同お母様、吉田宏雄地
区青少年交換委員長、中川麻耶さん、並木正幸カウ
ンセラー（地区青少年交換直前委員長）、松岡会員

「第 6回　本郷国際友の会」

9月 30日に開催されました、留学生7人、会員12名。

元米山奨学生、河在根・高吉嬉・朴京泰・ダオ、

フオーン、アイン・孔　玲玲・米山奨学生、カムピ

ラー、アイラダー・元Ｒ財団奨学生、築地浩也。（敬

称略）以上の方から、近況報告等を聞き、内容とし

ては、縁があり、改めて感謝されている事等話を聞

き会員としてこの会を実践出来た事は大変良かった

と再確認しました。

大切な事は、会員とその時期の留学生は当然良く

知り合いになりますが、留学生同士は知らないわけ

です。初めて会う方も当然います。元留学生同士が、

交流と親睦を深めることで意気投合して盛り上がり、

国際交流が出来た事は今後の継続につながると思い

ます。来年も皆さん元気でお会いしましょうという

事で解散しました。

会員出席者、敬称略、深澤・塙・飯塚・加藤・河合・

木村・古関・熊井・松下・長久保・山路・山田会員

と熊井夫人・古関夫人以上 14 人。合計 21 人。この

会の設立された趣意は外国に帰国してもと元留学生

がこの会に来るのは大変です、卒業して帰国してし

まうと連絡を取る機会が少なくなり、来日する機会

があまりない元米山奨学生について疎遠になってき

ているのが実情です。

折角出来た国を超えての絆なので、元米山奨学生

と近況を連絡しあったり、来日した折、例会等に当

然来ていただき歓迎をすべきだと思います。あるい

 　17:45 ～ 19:00 懇親会

会　場 ロイヤルパークホテル　３階クラウンルーム

 　中央区日本橋蠣殻町 2-1-1

 　TEL03-3667-1111

登録料　１名 10,000 円

以上

は会員が元米山奨学生の国に行ったときなど、会っ

て旧交を温めるなどして交流を永く続けていきたい

ものです。それが世話クラブの責務であるとかと思

います。米山奨学生、日本に留学して、一流の研究

者を目指して学ぶ人材に奨学金で支える制度、国際

理解と国際親善に貢献することが目的で多くの留学

生に本当に感謝されています。

現実に当会員と留学生と家族ぐるみでお付き合い

があり。その国に案内されお付き合いがますます、

深くなり今日迄続く事が出来ました。今後も継続し

ていくには普段からの交流が最も大切です。

2010 年（平成 22 年 2 月）米山友の会正式に設立

されました。（参考に当時の大森一明会長、小野澤

米山奨学委員会・委員長）

その後平成 27 年に本郷国際友の会に名称変更し、

元米山奨学生以外に元財団奨学生・元交換留学生を

加えた会で今日に至ってます。（河合会長の時）


