
出席報告

会員誕生日 横田､串上､畑地､鈴木

配偶者誕生日 三谷初美(昌平）竹内裕美(正巳)

結婚記念日 那須､植田英

☆奨学生叶 志恩(ヤップチェーン)さんがインフルエン

ザの為､代わりを務めさせていただきます。････････

･････････････････････谷野一彦地区米山奨学委員長

☆地区米山記念奨学委員長谷野一彦様､卓話楽しみにし

ております。･･･････宮本､濵口､福本雅､野村富､田中

☆ライラ研修に参加された方ご苦労様でした。･･･伊賀

☆次年度の件で､伊賀さん野村富也さん､長井さん､濵口
さん､福本雅さんにお世話になりました。ありがとう

ございました。･････････････････････････････中松

☆災害現場で活動中に､先日の雨で自社重機が災害被害

受けました。2月というのにこの雨､最近の天気は怖

いです。･･･････････････････････････････････大﨑

☆昨日還暦を迎えました。次の辰年まで元気でおられ

るよう精進します。･････････････････････････横田

2月4･5日 竹内(青少年ライラ研修セミナー）

2月4日 伊賀､中松､福本雅､西嶋(青少年ライラ研修セミナー）

2月7日 大﨑(田辺はまゆうRC）

メイクアップ

お 祝 い

ニコニコ箱

第2905回 第2906回 第2907回

会員数 84名 84名 84名
出席規定免除会員数 9名 9名 10名

出席計算会員数 81名 82名 80名

出席者 69名 70名 65名

出席率 85.19％ 85.37％ 81.25％

メイクアップ 4名 4名

修正出席率 90.12％ 90.24％
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「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
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４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
北の旅人

●ゲスト
RI第2640地区米山記念奨学委員会

委員長 谷野 一彦様（羽衣RC)

●ビジター
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☆なでしこ上富田キャンプにエース沢が負傷の為不参

加らしい｡残念だ!･･･････････････････････････長井

☆日本サッカー協会女子(なでしこJAPAN)が今日から上

富田町で合宿入りしました。梅干で協力しています。

･･･････････････････････････････････････････中田

お知らせ

会長報告
・本日､第8回定例理事会を行いました。ロータリー財

団委員会副委員長の件､田辺はまゆうRC創立20周年

記念式典の件等が承認されました。ロータリー財団

委員会は､副委員長が退会の為､空席となりましたの

で畑地 浩委員に副委員長を努めて頂きます。2月25
日の田辺はまゆうRC創立20周年記念式典に私と幹事

が出席し､お祝いを持参します。

・2月4・5日第31回青少年ライラ研修セミナーが大阪

府羽衣青少年センターにて開催されました。当クラ

ブより研修生2名､竹内青少年奉仕委員長が参加しま

した。4日に中松会長エレクト､福本雅幹事､西嶋副

幹事と私が参加してまいりました。

地区より青少年･ライラ研修セミナーの礼状が届い

ています。

・日置川プロバスクラブより創立10周年記念大会の礼

状が届いています。

幹事報告
・地区より来ています4月7･8日の地区大会と4月2日の

記念ゴルフ大会の出欠表を回覧します。多くの参加

よろしくお願いします。

・ロータリーの友事務所より次年度のロータリー手帳

の案内が届いています。クラブ負担で購入します。

申し込み用紙を回覧しますので希望される方は○印､

不要の方は×印をお付け下さい。

・近隣クラブの会報が届いていますので回覧します。

会津スポーツクラブ

事務局長

菅井 繁實 様

新会員卓話

池永 康則 会員

「ルーアンノートルダム大聖堂」
撮影 寺前則彦会員



プログラム

http://tanabe-rc.com/ ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

当２６４０地区米山記念奨学

委員会は、小委員会制(米山選考

小委員会・米山学友小委員会・

米山寄付増進小委員会)をとり、米山奨学生に良好な

勉学環境を提供しロータリーと米山奨学事業の理念を

伝え、また地区内奨学生と世話クラブ・カウンセラー

への支援、及びロータリアンと米山奨学生の交流をよ

り促進する活動をしてまいります。

今年度、学友小委員会では、学友同士の友好を深め

るとともに、米山事業をより理解していただく為のプ

ログラムをこころがけ、実行してまいりました。

１．各クラブ様より現役学生達により多くの卓話の機

会を与えていただきましたこと、厚く御礼申し上げ

ます。学生達が人生経験豊かなロータリアンと交流

する機会は、学生達にとっても人生の貴重な体験と

なるものです。ぜひ、今後とも学生たちに卓話の機

会を与えてくださいますようお願いいたします。

２．１０月に米山奨学生の社会貢献プログラムとして、

府立岬高校において、講義・交流の場を設けました。

コミュニケーション能力の豊かな奨学生達の授業は、

高校生の大きな興味と異文化交流の場を広げ、府の

教育委員会からも高い支持を得ております。

３．９月に当地区において、台風１２号における紀南

地方の災害支援に、学生自らの申し出で行動できた

ことは、参加学生にとりましては自然災害のもたら

す被害の大きさに驚きと衝撃を受けておりましたが、

少しなりとも災害に遭われた地域の方のお役に立て

たことは、学生たちにとって、有意義な経験となり、

今後の彼らの活動によい影響を与えていただけたこ

とでしょう。

当委員会といたしましても、第２６４０地区の米山

奨学生が、日本における困難について憂慮し、行動

『地区米山記念奨学委員会

について』

を起こしてくれたことは喜ばしく思っております。

さて、選考に関する件ですが、現在、奨学生の選考

は指定校推薦制度をとっています。第２６４０地区で

は、地区内の資格を有する留学生が在籍するすべての

大学・高等専門学校を指定校とし、学校より優秀な学

生を推薦して頂き、その中から選考しています。

米山奨学金制度は、将来日本と母国との懸け橋となっ

てくれるような人材を育成することが目的ですので、

奨学生の選考基準は、学業が優秀であることはもちろ

ん、コミュニケーション能力が高く、日本の文化・習

慣を学ぶ意欲があることです。奨学生に認定されてか

らは、ロータリーの例会への参加はもちろん奉仕活動

へも積極的に参加して頂き、ロータリー精神を理解し

てもらうようにしています。

わが地区では、事前に書類審査及び電話による生活

状況や電話対応能力の把握をし、日本語の理解度・ロー

タリーの知識度・奉仕活動の意欲度・コミュニケーショ

ン能力等を筆記試験し、最後に地区米山委員会と面接

官（パストガバナー・ガバナー）による面接を実施し、

それらの総合評価により選考しています。なお、選考

時の一国の採用数が５０％を超えないように配慮して

います。

２０１２～２０１３年度の２６４０地区での奨学生

採用数は２６名で、その内継続学生は３名、新規採用

数は２３名となっています。来る４月２２日にオリエ

ンテーションを予定しており、５月より各受け入れク

ラブにお世話いただけるよう、奨学生世話クラブを募

集するところまですすんでおります。

今後もより良い奨学生選考を考えていきたいと考えて

おりますので、ご理解ご協力を宜しくお願いいたしま

す。

「ロータリアンとの交流を通じ、日本人の心を理解し

てもらい、互いに信頼関係を築き、将来、平和の架け

橋となる優秀な人材を育てる」これこそ、日本のロー

タリアンたちが受け継いできた米山事業の真髄なので

す。

米山事業への理解の促進は学生達の活動を直に見て

いただき交流をもつことが最も効果的であるととらえ、

「人と人が出会い、互いを理解しようとする時、そこ

に信頼が生まれ、やがては、世界平和という大きな実

を結ぶ」という、米山事業の考えを、ご理解いただき、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

委員会報告

雑誌委員会 廣本喜亮委員

・ロータリーの友2月号の紹介。

しょうわ会 松本 哲しょうわ会会長

・2月16日(木)夜6時30分より海鮮問屋｢丸長｣にて行い

ますしょうわ会の出欠表をもう一度回覧しますのご

参加よろしくお願い致しま す。

ゴルフ同好会 新井康司会員
・4月2日(月)の地区記念大会記念ゴルフ大会の案内と

出欠表を回覧します。参加よろしくお願いします。

親睦活動委員会 新藤整市委員長
・4月8日の地区大会の出欠表を回覧します。当日バス

を予定しています。朝7時30分JR紀伊田辺駅前出発

します。

RI第2640地区米山記念奨学委員会

委員長 谷 野 一彦 様（羽衣RC)

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №10-渡部､新藤 №14-野村眞､渡部 №9-山本博

※次回は3月4日(日）スタートAM9時31分 白浜ビーチ
※4月2日(月)に行われる地区記念ゴルフ大会参加者募集中
です。〆切り3月2日

順位 氏名 グロス ハンディ ネット

優勝 畑地 浩 １０１ ２７ ７４

２位 野村眞起子 ９９ ２２ ７７

３位 大川 敏彦 １００ ２０ ８０

ロータリーゴルフ２月例会成績
２月１２日(参加28名) 白浜ビーチ


