
     

次回予定 9/10 
 

「IT環境の改善」 

メンバー 

小林光夫君 

本日の卓話 
 

「イニシエーションスピーチ」 

新入会員 

岩本 潔君／高橋 史郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2702 回   2015 年 9 月 3 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 8 月 27 日 第 2701 回例会報告    
点 鐘  

ロータリーソング 「四つのテスト」 

来 賓  

  ゲスト７名 

須田詩織さん（ゲストスピーカー） 

ドンヘゲマライケさん（米山奨学生） 

山下ひかりさん（夏期交換学生） 

山下隆俊氏 

（ひかりさんご家族／東京上野ＲＣ） 

山下ヒデ子氏（ひかりさんご家族） 

山下英世氏（ひかりさんご家族） 

橋之口俊氏（小出会員ご友人） 

 ビジター１名 

小倉英夫氏（東京足立） 

会 長 報 告  

  特になし 

幹 事 報 告  

  本日皆様のお手元にお配りしたチョコレ

ートは夏期交換学生山下ひかりさんより

のお土産です。 

委 員 会 報 告  

  青少年奉仕委員会…地区ローターアクト

委員会より「ローターアクトクラブ例会

参加のおすすめ」が参っております。詳

細及び 9月予定表を掲示板に貼っておき

ます。 

 

 

 

 

WEEKLY REPORT 
例会日 木曜日 12：30～13：30 

例会場 上野精養軒 TEL.03（3821）2181 

事務所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸 1-1-5 Aビル 6F 

 TEL.03（5637）4602 FAX.03（5637）4611 

 http://www.tokyo-kohoku-rc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

東京江北ロータリークラブ  
会 長 戸塚 誠一郎  ／ 会長エレクト 吉田 正行 

幹 事 張替 俊光 ／ 副幹事 谷茂岡 昭 
会報・IT委員長 羅山 能弘 

 

 
 

 

Be a gift to the World 

 RI 会長 

ラビンドラン 

ロータリー 

思いをかたちに 
 

東京江北RC 会長 

戸塚 誠一郎 

 

 

 尚、出席者はメイクアップとなります。 

 インターアクト委員会…9月 10日午後４

時より潤徳女子高校にてインターアクト

定例会が開催されます。メイクアップに

もなりますので、ご参加宜しくお願い致

します。 
 

出 席 報 告 会員56名中37名 出席率66％ 

前々回訂正出席率 95.71％ (7/30) 
 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

 

 35年 100％祝 

 会員お誕生祝 

 奥様誕生祝 

 

…鈴木(敏)君 

……小林君 人見君 

･･･長谷君 
 

 戸塚君 張替君…山下ひかりさん、お帰りな

さい。ウォールナットクリークは、楽しめまし

たか？楽しまれたご報告を期待しておりま

す。須田詩織さん、本日の卓話、宜しくお願い

致します。１年間の成果を楽しみにしていま

す。 

 山下隆利氏…娘が夏期交換学生として素晴ら

しい経験をさせて頂きまして、ありがとうご

ざいました。 

 吉田君 谷茂岡君…めっきり過ごし易くなり

ました。季節の変わり目です。健康管理に気

をつけましょう。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 小出君…一橋大学法科大学院生の橋之口峻さ

んをご紹介いたします。現在私の事務所で法

律実務の勉強中です。 

 
合計,54,000 円  累計 672,000 円 

 

8/27の卓話は、ロータリ

ー財団補助金奨学生の須

田詩織さんより「地区ロ

ータリー財団補助金奨学

生として過ごした一年」

という演題でお話とピア

ノをご披露していただき

ました。紹介者 長谷君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須田詩織さんは 2012年 7月のロータリー財団奨学

生の募集に応募しました。2013～14 年度ロータリ

ー財団奨学生応募総数は 22件で、地区補助金奨学

生委員会による一次選考面接と、ガバナー、ガバナ

ーエレクト等の地区役員による最終選考面接を経

て、地区補助金奨学生候補 5名、グローバル補助金

奨学生候補 2名が決定しました。 

その地区補助金奨学生に合格したひとりが須田詩

織さんです。須田さんは武蔵野音楽大学を卒業後、

就職をしてロータリー財団補助金に申請しまし

た。申請分野はクラッシック音楽 ピアノが専攻

で、ドイツ リューベック国立音楽大学、オースト

リア フォーアアルベルク州立音楽院、ドイツ ケ

ルン国立音楽大学を志望していましたところ、見

事にオーストリア フェルトキルヒにあるフォー

アアルベルク州立音楽院に留学が決まり 2013 年 9

月から 1 年 6 ヶ月間ロータリー財団補助金奨学生

として留学をしていました。 

 

 

 

2013～14 年度ロータリー補助金奨学生は、「ロータリー財団未来

の夢計画」が本格導入されて最初の奨学生です。国際ロータリ

ーやロータリー財団の使命を十分に理解し、留学中は勉強の傍、

“親善使節”としてのお役目も期待されています。 
 
ロータリー財団の奨学金は、1947 年に国際親善奨学金としては

じまりました。ロータリー財団の最も古くより知られているプ

ログラムで、世界中のロータリアンからの寄付によって、多大

な成功を収めています。これからの惜しみない寄付は、今日の

奨学生への投資といえます。これは未来性のある学生が明日の

リーダーとなり、各自の地域社会のみならず世界に大いに貢献

するであろうというロータリーの新年の表れです。 

ロータリーの参加がなければ、奨学金プログラムは、ただ単に

学生に資金援助を与えるだけのものになってしまいます。ロー

タリアンからの助言と指導があってこそ、このプログラムは、

教養、思いやりの心、理解力を備え、世界中の地域社会の人道的

ニーズを解決することのできる奨学生を生み出すことが出来る 

カウンセラーのみならず、クラブ会長、幹事、カウンセラー経験

のある方を中心に、クラブ一体で奨学生を送り出し迎える環境

作りをお願いしています。 

（ロータリアンのための奨学金手引き 一部引用） 

 

スポンサークラブ・カウンセラーの役割 
 

奨学生プログラムを支える大きな柱として、スポンサークラブ

の役割はきわめて重要です。 

またカウンセラーは奨学生の心の支えとなります。 
 

奨学生オリエンテーション 

1. 国際ロータリーとロータリー財団の歴史、目標、理想を

奨学生に理解させる。奨学金プログラムの目的をはじ

め、超我の奉仕の理想を浸透させる機会でもある。 

2. 「文化の違いに対する意識を尊重の念を深める」という

奨学金プログラムの目的を目指し、親善使節としての責

務を奨学生に完全に理解させる。 

3. 奨学生・ロータリアン・学友の親睦を深めるための交流

を促す。 

4. 奨学生とロータリアンとの間の現在の関係を揺るぎない

ものとする。ここにロータリーと奨学生との生涯にわた

る関係が生みだされる。 

帰国後～ 学友への推進 

奨学金という貴重な経験に対し、ロータリアンに感謝の

意を伝え、これらの敬意が自らにとってどのような意味

があったかを述べる卓話の機会を設ける。学友は優れた

人材となり、将来ロータリアンとなる可能性がありま

す。奨学生との連絡を絶たないようにロータリーフェロ

ーズ東京という学友会への入会を推薦して下さい。 

Ｒ財団補助金奨学生  
カウンセラー手引きより 

卓   話 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 27日例会に山下

ひかりさんとご家族

が、夏期交換学生帰

国報告の為に来会さ

れ、ご挨拶をいただ

きました。 

 

 

 
 

また、ひかりさんより、

会員の皆様にメッセー

ジをいただきましたの

でご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。 

三週間の楽しかった Walnut Creek のホームステ

イから無事に帰って参りました。 

この度はとても貴重な普通ではできない経験をさ

せて頂きまして本当にありがとうございました。 

行きはローラと一緒に行けましたので、ドキドキ

することもなくリラックスしてアメリカに行くこ

とができました。三週間、ホームシックになる事も

なく、言葉も何とか通じ、とても充実した楽しい時

間を過ごす事ができました。その中でも特に楽し

かったことは、“Welcome party”と“Water ski”と

“グレートアメリカ”という遊園地です。 

“Welcome party”では沢山の人と話すことができ 

 

とても楽しかったです。“Water ski”はメンデスさ

んの息子さんのランスさん夫婦に教えてもらいま

した。難しかったですが、水の上に長時間立てた時

はとても嬉しかったです。“グレートアメリカ”で

は、沢山のジェットコースターがあり、どれも怖そ

うでしたが乗ってみると手を放すこともできてと

ても Enjoy できました。食べ物も美味しい物ばか

りで、私は特にハンバーガーが美味しくて好きで

した。またお菓子もいろんな種類があり、チョコレ

ート好きの私は沢山のチョコを買い込んでしま

い、帰りはキャリーバックが 2 つになってしまい

ました。 

私は 10軒の家族に預かって頂き、皆さんにとても

親切にして頂きました。どこの家もとても大きく

て興奮してしまいました。プールがある家も 2 軒

ありました。またどこの家もホンダの車を 1 台は

持っていました。理由を尋ねると、値段が手ごろで

燃費が良いからだそうです。今、アメリカでは“テ

スラー”という中国製の車が流行っているようで、

皆から“テスラー”を教えて頂きました。テスラー

の工場にも連れて行ってもらいました。 

 そして、昨年の交換学生のミホさんの家族には

特に良くして頂きました。ミホさんの兄弟は、21歳

の妹さん、14 歳の弟さんがいます。夜に、弟さん

の部屋に子供たちで集まってゲームやお喋りをし

たことがとても思い出に残っています。 

 毎日が本当に楽しくて、3週間はあっという間で

日本に帰りたくありませんでした。空港でミホさ

んの家族とお別れをした時は寂しさのあまり涙が

出てきてしまいました。私はアメリカがもっと好

きになり将来はアメリカに住みたいと思いまし

た。この Walnut Creekでの日々は今までで一番楽

しく忘れられないものとなりました。 

改めまして、このような貴重で幸せな経験ができ

ましたのは、東京江北ロータリークラブの皆様と、

そして温かく迎えてとても親切にして下さいまし

た Walnut Creekの皆様のおかげです。 

心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

2015年 8月 27日 

「ロータリー グローバル リワード」は、単なる顧客ロ

イヤルティープログラムの枠にとどまるものではあり

ません。ビジネスと奉仕を組み合わせたこのプログラム

は、ロータリアンであること、ロータリーネットワーク

の一員であることの価値とメリットを加える新しい方

法です。入会を誘われたら、誰もがこう自問するでしょ

う。「自分にとってどんなメリットがあるのか？」。ロー

タリアンになれば、ほかの人の人生だけでなく、自らの

人生も豊かにできることを示すことによって、ロータリ

ーがもつ価値をはっきりと示す必要があるのです。 

 

 
 

新年度も 2 ヶ月が過ぎ、三分の一の

ガバナー公式訪問を終えました。 

東京ベイＲＣよりクラブ協議会の

お写真が届きました。 

 

 

 

 

 

K.R. ラビンドラン 

2015-16 年度会長 

 

あるところに、たくましい若者がい

ました。きこりの仕事を与えられた 

この若者は、やる気まんまんで仕事に取りかかり、最初

の週は 18 本の木を伐って薪をつくりました。2 週目も

同じくらいがんばりましたが、驚いたことに、伐った木

はわずか 11 本でした。3 週目は朝から晩まで働き続け

たにもかかわらず、わずか 6 本しか伐れませんでした。

がっくりした彼は親方に辞職を申し出ました。「力が衰

えてきました。前ほどたくさんの薪が作れません」 

いたって健康そうな若者を見て、親方は次のように言い

ました。「斧を研いでみたかい？」 

「斧を研ぐですって？そんな時間がどこにあるんです

か」と、若者は憤って尋ねました。「木を伐るだけで忙

しいというのに！」 

仕事が思うようにはかどらないとき、2 倍がんばろうと

するのはごく自然な反応です。しかし、時として、問題

の解決法はがむしゃらに働くことではなく、「賢く」働

くことです。道具を見直し、やり方を分析してみること

です。リソースを最も効果的な方法で使用しています

か？切れない斧で木を伐ろうとしていませんか？ 

これまで 20 年間、私たちはロータリーで入会促進を声

高に訴えてきました。目標を立て、キャンペーンを立ち

上げて、会員を増やすことだけに注力してきました。し

かし、ロータリー全体の会員数は依然として横ばいで

す。 

今こそ、道具を研ぐときが来たのです。「もっと会員を

入れるにはどうすればよいか」に注意を向けるのではな

く、「入会を増やし、退会を減らすために、ロータリー

会員であることの価値をどう高められるか」と問うべき

なのです。 

そうするための一つの方法が、7 月に開始された新しい

「ロータリー グローバル リワード」プログラムです。

この画期的なプログラムで、ロータリアンは、世界中の

ビジネスやサービス業者とつながり、割引や特典を受け

ることができます。ロータリーとの交渉により参加した

企業に加え、ロータリアンも自らのビジネスの参加を申

し込むことができます。また、利用ごとに参加企業が利

益の一部をロータリー財団に還元するオプションも設

けられており、既にこれを採用している企業もありま

す。ラインアップは毎月更新され、特典が追加されてい

く予定です。今すぐ Rotary.org の My ROTARY に登録

し、このプログラムをご利用ください。利用者が増えれ

ば増えるほど、プログラムが充実し、特典も増えていく

でしょう。 

鈴木喬ガバナー便り No,８ 夏期交換学生 帰国報告 

最高の経験を終えて 
山下 ひかり（高校 1 年） 

RI 会長メッセージ 9 月  

 

 
 
 
1 日(火) 東京葛飾中央ＲＣガバナー公式訪問 
2 日(水) 東京新都心ＲＣガバナー公式訪問 

地区青少年交換委員会 
青少年交換第 50 期派遣学生 
地区委員会への帰国報告会 

3 日(木) 東京東村山 RC 公式訪問 
4 日(金) ロータリー日韓親善会議前日パーティ 

同期ガバナー懇親会 
5 日(土) 米山梅吉記念館訪問ツアー 

青少年交換派遣予定学生オリエンテーション 
D2830 鈴木唯司 G 地区大会昼食会 

6 日(日)  D2830 鈴木唯司 G 地区大会本会議 
7 日(月) 東京江戸川 RC 公式訪問 

地区ロータリー財団委員会 
8 日(火) 東京板橋 RC 公式訪問 
9 日(水) 東京小平 RC 公式訪問 

10 日(木) 東京向島 RC 公式訪問 
クラブ会長・国際奉仕委員長セミナー 
前年度地区補助金監査 

11 日(金) 地区連絡会／17:30-懇親会 
12 日(土) 米山梅吉記念館 秋季例祭 
14 日(月) 一般社団法人ロータリーの友事務所  

定時社員総会・常任委員会・理事会 
バギオ基金 第 7 回定時評議員会 

15 日(火) 東京武蔵野 RC 公式訪問 
16 日(水) 東京練馬中央 RC 公式訪問 
17 日(木) 東京紀尾井町 RC 公式訪問 
18 日(金) 地区指名委員会／地区諮問委員会 
24 日(木) 東京保谷 RC 公式訪問 
27 日(日) 青少年交換派遣学生帰国報告会 

来日学生合同歓迎会 
28 日(月) 東京練馬西 RC 公式訪問 
29 日(火) 東京足立 RC 公式訪問 
30 日(水) 東京王子 RC 公式訪問 

 9 月 第 2580 地区・ガバナー予定 

ガバナー公式訪問 

 


