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『卓話：人生を変えたロータリー奨学金』
【 会長挨拶 】

成田 恭隆

国際親善奨学生

愛知とし子 様

≪例会プログラム≫

会長

先週、ＩＭが行われました。参加された皆様ありがとうございま

【司会】
土方 淳
ランティア」のコーディネーター北川秀人さんの基調講演の中で、八王子市をモデ
例会向上委員長
ルにした少子高齢化のもたらす人口構成の変化についての中で、地域の中の高齢者
の住む割合を示し、独居、老々、障害、疫病のある方などを地域で見守り、助け合 【開会点鐘】
成田 恭隆 会長
いシステムの必要性を述べ、自助、共助、公助の内、共助が必要であると強調され
した。ＩＭのメインプログラムのシンポジウム「地球と共に歩むボ

ていました。

【ロータリーソング】
ソングリーダー
家に帰りＴＶを見ていますと、長野県で地震が起きたことを知りました。その時
山口 徹雄 君
は被害状況は分かりませんでした。翌日のＴＶのニュースでは、倒壊した家屋、崖
『それでこそロータリー』
崩れ等の被害がありましたが、幸いにして死亡者０でした。これは白馬村などで地
域の防災地図を作り、地図上に各家の住民の人数などを記録して、地域全体で救助 【ゲスト紹介】
などができるようにしていた共助そのものです。北川さんの話を聞いた翌日に現実 東京サンライズ汐留
ロータリークラブ
を見るとは思いませんでした。
愛知 とし子 様
国際ロータリー第 2750 地区
Ｒ財団委員会
【 幹事報告 】 松浦 信平 幹事
奨学・学友ＶＴＴ委員会
・地区大会(2/24～25)の案内が来ています。
委員長 梅澤 武男 様
25 日が全員参加の本会議、講演です。
・11 月 11 日～13 日に行われた都立第五商業高校インターンシップのお礼状が来て

【ニコニコ報告】
熊井 治孝 委員

います。小倉会員、福田会員、山下会員にご協力をいただきました。
・来年 3 月 16 日～18 日に予定されている都立山崎高校のインターンシップの協力 【出席報告】
疋田 久武 委員
要請が来ています。ご協力いただける方は幹事にお申し出ください。
・東京サンライズ汐留ＲＣより認証伝達式についてのお礼状が届いています。
・高幡不動尊より萬燈会の證とお礼状が届いています。
・12 月のロータリーレートは 1 ドル 112 円です。
・来週は総会になります。役員理事候補者を本日告示しています。

【青少年奉仕委員会】

北村

淳

委員長

・今年のブリティッシュヒルズ中学生国内留学体験は 12 月 26 日(金)、
27 日(土)、28 日(日)に行われます。
それに先立ち、オリエンテーションを 11 月 29 日(土)、12 月 13 日(土)の 2 回行
い、12 月 20 日(土)午前 10 時から結団式を行います。
皆様の参加をお願いします。尚、報告会は来年 1 月 25 日（日）の予定です。
・12 月 24 日「wing 会について」卓話を行います。

【委員会報告】
青少年奉仕委員会
社会奉仕委員会
【卓話】
東京サンライズ汐留
ロータリークラブ
愛知 とし子 様

【社会奉仕委員会】

藤林 良昭

委員長

小田原会員よりペットボトルのキャップをいただきました。ありがとうございます。

【卓話：人生を変えたロータリー奨学金】

国際親善奨学生

愛知 とし子

様

地元の市役所でピアノの演奏をしていた時、あるロータリアンとの出会いをきっかけに、国際親善
奨学生としてオーストリアに留学することができました。まさに人生を変えた運命の出会いでした。
オーストリアでは、上州ブルックナー音楽院に通いながら、ウィーンの学校にも通う忙しい毎日でした。オー
ストリアのクリスマス例会はお城で行われたり、有名な作曲家のピアノに触れることができたり、とても貴重な
体験をしました。
また、一時、ロシアの学校でも学びました。ロシアは一部を除き貧しい人が多く、まと
もなピアノがないのに学生が熱心に努力していることにとても感動しました。
７年の留学の後、帰国後はピアニストとして、またロータリアンとして活動しています。
東日本大震災後は、南相馬の保育園への訪問、除染作業、コンサートなど、現地の人と直
接触れ合い、寄り添う活動を行っています。これからも人生を変えた奨学金の恩返しをし
ていきたいと思っています。

【 ニコニコ報告 】 熊井 治孝 委員
本日のニコニコ： 31,500 円／累計
ビジターフィー：
0 円／累計

468,030 円
38,000 円

地区ロータリー財団奨学・学友・ＶＴＴ委員長 梅澤武男 様
本日はロータリー財団奨学・学友委員会に卓話の依頼ありがとうございます。
また、椎間優子さんの奨学金の件につきましては大変お世話になりました。
成田 恭隆 君
東京サンライズ汐留ロータリークラブ 愛知とし子様、卓話を楽しみにしています。
国際ロータリー第 2750 地区Ｒ財団奨学・学友・ＶＴＴ委員会委員長 梅澤武男様、
ようこそお越し下さいました。
杉田 純一 君
会社員の長男が 11 月 9 日に宮古島で結婚しました。
やっとおじいさんになれるか楽しみです。
飯作 金彦 君
11 月 14 日、日野税務署長より表彰を受けましたので。
疋田 久武 君
11 月 14 日、多摩アカデミーヒルズで行われた納税表彰式で、
日野税務署長より表彰を賜りました。
松浦 信平 君
愛知様、梅澤様、本日はようこそお越し下さいました。
井村 廣巳 君
卓話講師 愛知とし子様、財団奨学委員長 梅澤武男様、本日は宜しくお願いします。
西山 尚之 君
祝日本ラグビー。2016 年 3 月からスーパーラグビーリーグ参加決定。
本場のラグビーを日本で観戦できます。皆様ぜひご一緒しましょう。
※『一服も奉仕でごザル』からもニコニコをいただいております。
・12 月 17 日は忘年家族会です。よろしくお願いします。プレゼントの用意をお願いします。

【 出席報告 】疋田 久武 委員
正会員総数 35 名(内、免除会員数 4 名)
出席会員総数 23 名（内、出席免除会員数 3 名）
、事前ＭＵ3 名、合計 26 名。
よって、出席率は 76.47％です。
来週こそ 80％以上の出席率を目指したいと思います。皆様よろしくお願いします。

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保 3-37-3
℡：042-594-3711 fax：042-593-0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino-rotary.org
メール：info@hino-rotary.org
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