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来月： 平和と紛争予防/紛争解決 月間

１月１６日の例会より

『

年頭所感

』

＜ 福田会長 ＞
年神様をお迎え
して半月が過ぎま
した。会員の皆様新
年をどのように迎
えていたのでしょ
うか。
健やかにお過ごし
のことと思います。
先週北茨城ＲＣとの合同新年会がありましたが、あら
ためまして今年もどうぞよろしくお願い致します。
今月は、職業奉仕月間です。
ロータリーの目的は、
第1
知り合いを広めること。
第2
職業上の高い理論基準を保ち役立つ仕事は
すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高
潔なものとすること。
第3
ロータリアン一人一人が個人として、または
事業及び社会生活において、日々奉仕の理念
を実践すること。
第4
奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的なネ
ットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。
職業奉仕は、今述べたロータリーの目的を土台とし
て奨励し、育むことが求められています。
職業奉仕はどのように実践できるのでしょうか。
いくつか紹介します。
＊例会で、各委員が自分の職業について学び合う
＊地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生
かす

月 日
１月２３日
１月２７日
１月３０日
２月 ６日

プ ロ グ ラ ム
会員卓話
ＩＭ・７ＲＣ合同新年会
休会（1 月 27 日振替）
クラブ協議会

＊高潔さを重んじて仕事に取組み、言動を通じて模範
を示すことで、理論的な行動を周囲に促す
＊若者のキャリア目標を支援する
＊専門能力の開発を奨励し、指導する
職業奉仕は、ロータリーの核心であり、世界中の地
域社会で奉仕を行う土台となるものです。職業奉仕を
実践例から学ぶことができます。または類似した活動
をクラブで実践したり、参考にして、現在の活動を見
直すことをご検討くださいと、職業奉仕の手引きにあ
ります。
職業奉仕の理念が衰退しつつあることは間違いあ
りませんが、私は矢張り、歌の文句ではありませんが、
「生業あってのロータリー」、「ロータリーは職業奉
仕」だと思います。
年頭所感とあらためて考えてみました。字のごとく
今年の抱負、今年の在り方、今年の例会等等。
上期は、公式訪問、スピーチコンテストと大きな
行事がありました。
下期も色々な行事があります。1 月 27 日ＩＭがあ
ります。2 月は出前授業、3 月は地区研修セミナー、
クラブ会長エレクト研修セミナー、地区補助金セミナ
ー、4 月 20 日・21 日地区大会と大きな行事がありま
す。5 月は三団体合同例会、6 月は次年度への引継ぎ
となっております。
残りの六カ月、会員の皆様とともに、クラブ奉仕Ⅰ、
Ⅱの委員長、四大奉仕の委員長、ロータリー財団の委
員長、米山記念奨学会の委員長、初心に戻り新たな未
来に向けて、今年度の基本方針、基本計画が達成でき
るようご協力よろしくお願い致します。

担 当
プログラム・雑誌委員会
会長・幹事
会長
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四つのテスト

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

＜幹事報告＞
① Ｒ日本財団から寄付明細及び財団ニュース 1 月号
② ガバナー事務所からロータリー財団ハンドブック
③ 地区青少年委員会より委員会便り

皆さんこんにちは。
私が財団奨学金をいただいてイタリアローマに
留学したのは 1988 年秋で、もう 30 年がたちまし
た。ロータリー奨学生として、本物を見て聞いて

④ 地区財団委員会より財団ニュース 12 月号
⑤ 中村ガバナーエレクト事務所より次年度行事予定
⑥ Ｇ事務所より後期地区分担金の振込依頼
⑦ 米山記念奨学会から寄付金の依頼と実績表
⑧ Ｒ囲碁同好会から第 20 回囲碁大会の案内
⑨ Ｒ希望の風奨学会より風の便り
⑩ 枚方ＲＣより花の種が届く。奉仕の花活動
⑪ ハイライト米山
⑫ ビバジョイフル 1 月号

＜米山記念奨学会から感謝状――田所和雄会員＞
第1回
米山功労者賞
おめでとう
ございます!!

＜今川青少年奉仕委員長＞
＊出前講座 1 月 31 日秋山中、高萩中は 2 月後半
＊10 日ＲＡＣの「書初め」例会出席
――ライラに参加した高萩の菊地有紗さんも
出席
私は「次年度幹事とお神輿担ぎ」をかけて「担」
という字を書きました。
（今年は、元旦の高萩海
岸と日立の出初式で 2 回お神輿を担ぎました）
＜沼田米山記念奨学会委員長＞
1 月 9 日、12 日、13 日と米山奨学生の選考会
（県北地区と県南地区）やオリエンテーションに
出席。今回から新たな選考方式を取り入れ、長時
間ハードスケジュールの選考会で非常に疲れまし
た。
＜鈴木直登会員――ドローンスクールについて＞
旧君田小・中学校が「高萩ユ―フィールド」に
生まれ変わり、ドローンの操縦技術と専門知識が
学べる「ドローンエンジニアラボラトリー」が開
校した。
カリキュラムは、操縦技能、安全運行、操縦技
能+安全運行の３コース。
【名誉会員 國井美香さんの挨拶】
――イタリアでオペラ歌手として活躍している
國井さんが帰国し、例会に出席され、ロータ
リーへの思いを話していただきました――

それを日本に紹介しようと出発したことを思い出
します。
留学する前に、語学試験にパスするため、イタ
リア語を必死に学び、研修会にも参加しましたこ
とも思い出します。
当時、父がロータリーの会員でしたが、私はロ
ータリー財団奨学生の制度は知らなかった。東京
音大で学んでいるときに、留学を考えるようにな
りました。後ろ盾があって留学するのと、フリー
で行くのでは違いまして、教授からロータリーの
制度を聞かされ、ロータリー財団奨学生として留
学したことを感謝しています。
この制度をもっとＰＲして、次の世代、若いか
たがこの制度で世界で活躍できるよう応援してほ
しいと思います。
2016 年市内の中学生に合唱コンクールの指導
をしたときは、生徒たちも一生懸命で楽しそうで、
私も幸せでした。ロータリー財団奨学生として学
びロータリー名誉会員である私として、若い世代
にもっと世界を見せる機会を与える使命を担って
いると感じています。
「マルコポーロの道プロジェクト」を立ち上げ、
夫と活動中です。若い音楽家を指導して、優秀な
方をイタリアに連れていきステージに立たせてい
ます。将来母国に戻り、次の世代を育ててもらえ
たら嬉しいです。この活動は台湾で 3 年行い、今
は中国人をイタリアに連れて行ってレッスン指導
しています。日本、韓国、中国からも来ていまし
た。基礎から指導し、今年は大学院レベルの声楽
特別コースに 5 人中 3 人合格することができまし
た。
30 年前は、自分のことで精一杯で、苦労と努力
の中で頑張ってきて、今、日本人の声楽家として
イタリアで若い人を指導できるようになったのは、
ロータリー奨学制度で「後ろから頑張ってね」と
背中を推してくれたからで、フリーだったら途中
で断念していたかもしれません。
私の後に続く奨学生として、高萩から若い人を
是非行かせてあげるよう応援してほしいと思いま

す。
（質問）お正月はイタリアにもあるか？
（國井さん）イタリアではクリスマスが家族一緒
に過ごす大切な日。元旦は、レストランで食事し
て、踊りながら新年を迎える。日本では静かに除
夜の鐘をきいて迎えるが、イタリア人は賑やかに
楽しい中で新年を迎える。

「そうだよ」と答えた。
國井さんお久しぶりです。ようこそ。
花園文煕さん：國井美香さん、和田さんようこそいら
っしゃいました。
棚谷稔さん：先週の合同新年会お疲れさまでした。
小森勇一さん：名誉会員國井美香さん、ようこそ
いらっしゃいました。
県北ローターアクト例会で今川次期幹事が「担」

【國井美香さんを囲む会 和田裕子様の挨拶】
國井美香さんを囲む会の事務局の和田です。
「び
ばじょいふる」の編集も担当しています。私は今
年「年女」で、同級生同士で「九の坂を超えるの
は大変」という話になります。九（苦）を超える
とゼロになりしばらく平らな道が続くから、何事
も起こらなければ良いなーと思って、歳を考えず
に過ごしています。

と書き初め。私も今年はこの漢字とします。
田所和雄さん：國井美香さん、和田裕子さん、ようこ
そいらっしゃいました。
大髙司郎さん：稀勢の里の勇姿見たかった。
國井さん、和田さんようこそ。
福田文乃さん：今年初めての例会です。本年もよろし
くお願い致します。國井さん、和田さん、ようこ
そいらっしゃいました。
大河原浩さん：國井様、和田様、本日はようこそ!!
よろしくお願い致します。
菱川健司さん
今川隆さん：國井美香さん、和田裕子さんお久しぶり
です!!

ようこそ!!

本日計１９，５００円 累 計５１３，５００円

＜来訪者＞
國井 美香さん（名誉会員）
＜お客様＞
國井美香さんを囲む会事務局 和田

≪ロータリー財団寄付≫
本日計２９，１２０円 累 計５６９，４４０円
≪ポリオプラス寄付≫
本日計 ４，４８０円 累 計 ４０，５８０円
≪米山記念奨学会寄付≫
本日計３６，２００円 累 計２７１，２００円
裕子様

＜メークアップ＞
1/9 米山選考面接（県北地区）
1/12 米山選考委員オリエンテーション
沼田操さん
1/13 米山選考面接（県南地区）
1/10 ＲＡＣ例会
今川 隆さん
≪ニコニコＢＯＸ≫
國井美香さん：ご招待いただきまして、誠にありがと
うございます。本年もよろしくお願い致します。
和田裕子さん：お招きありがとうございます。いつも
いつも、お心づかい感謝申し上げます。今年もよ
ろしくお願い致します。
石川武信さん：國井美香さん、和田裕子さんようこそ
いらっしゃいました。
鈴木啓志さん：國井美香さん、和田裕子さん、ようこ
そいらっしゃいました。
石君平さん：國井美香さん、和田さんよくいらっしゃ
いました。大歓迎です。
沼田操さん：國井さん和田さんよくいらっしゃいまし
た。
鈴木国男さん、江尻寛さん
鈴木直登さん：孫曰く「おじいちゃんリサイクルなの」

【誕生月の方】 ☆ Happy Birthday ☆
1日
花園 文煕さん
4日
鈴木 啓志さん
【結婚月の方】 !! Congratulation !!
25 日 棚谷 稔：征子さん
31 日 石 君平：陽子さん
お祝 「自宅にすてきな花を届けます!!」

