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来月： 母子の健康

３月３日例会より

『 卓話・米山記念奨学生』

米山記念奨学生周培さん 米山奨学金授与
卓話（パワーポイント）
1 年間を振り返ってみて、自分が成長したこと
奨学生になって 1 年間が経ち、私の人生に大き
な助けとなっている。毎月の奨学金支援で十分な
日常生活が送れている。アルバイトを辞めて研究
に専念し、日本での留学生の生活をよりよく経験
することができた。また、ロータリークラブの例
会など様々な活動に参加することで、より多くの
ことを学び、成長した。
まず、お金に対する理解が深まった。故郷によ
り日本の消費レベルは高く、家族のストレスを減
らすため、昨年にアルバイトをしていた。そのせ
いで毎日がとても忙しく、外出や旅行に行くこと
はほとんどなかった。特に観光地が多くの日本で
は、遊びに行けないのは非常に残念なことだ。忙
しさは勉強の邪魔になるだけでなく、疲れを感じ
させ、自分の価値観にまで影響を与えた。その時
は、人生はお金を増やしに行くことが全てだと思
った。奨学金をもらってからは、お金に対する新
たな視点を得ることができた。人生はお金のため
に生きるのではなく、自分のために生きることだ
と感じている。お金に人生を左右されてはいけな
い、そうしないと自分を見失うことになる。今で
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はアルバイトを辞めて勉強したり、空いた時間に本
を読んだり、好きなことをしている。もっと稼ぐた
めにバイトはしたくない。今後、奨学金の支援がな
くなっても、今までと同じ生活態度を貫きたいと考
えている。
次に、ロータリークラブの優秀な人たちと交流す
ることで、視野を広げた。普通の学生だった私の友
達は、ほとんどが学生かサラリーマンだ。でも、会
員の中には社長が多い。起業の話や業界の進化の話
を聞いていると、起業の大変さや時代の変化を深く
感じることができる。また、日本の伝統文化を体験
できるイベントも開催している。コロナの影響で今
年の旅行研修は参加しなかったが、他の学生の話や
着物を着ていた旅行写真などを通して、日本の風習
の特徴や伝統文化の魅力に触れることができた。奨
学生として、今まで参加したことのない活動にもた
くさん参加した。例えば、F2 の収録、50 周年記念例
会への出席、ガバナー訪問公式の参加など。また、
他国の奨学生との交流もあり、他国の文化を知るこ
とができた。
また、様々なイベントに参加することで、ロータ
リークラブの精神の理解を深め、人生の目標を見つ
けた。若い頃は、将来的には世界の発展に貢献した
いと思っていた。大人になってから、自分がとても
弱いことに気がつき、人生は何事もなく淡々とした
もののような気がした。ロータリークラブを知って
からは、まだ世界平和に貢献する機会があると実感
した。ロータリークラブは国際組織であり、メンバ
ーたちが世界平和の発展のために頑張っている。世
界平和のためは単なるスローガンではなく、実践的
な行動している。毎年国際会議を開催し、様々な
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留学生の交流を行い、国家の理解を促進する。そ
して、ロータリークラブのメンバーが留学生に対
する熱意と、世界の安定と平和な発展への期待を
深く感じた。私も世界の平和のために働きたい。
また、そのような立派な目標があると、人生がよ
り価値あるものになり、未来がよりワクワクする
ような気がする。
奨学生としての一年は、私の人生を豊かにして
くれ、人生の展望を広げてくれた。これから、一
生懸命勉強し、将来にロータリークラブの力にな
ろうと考えている。

お別れの記念撮影（周さんは今後も奨学金を
利用して茨大の研究室で勉学に励みます。江尻
米山委員長お世話になりました。）
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ちなみに、３月は重点目標３の水と衛生月間で
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今日は米山記念奨学生の、周培さんが来ていま

２月２４日の第８回定例理事会において、クラ

す。本日の例会は、周培さんの米山奨学生として

ブ戦略計画作成委員会を立ち上げました。鈴木直

の卓話となっております。周培さん、どうぞよろ

登会長エレクトをはじめ６名の委員で 2021-22 年

しくお願いいたします。

度からの第Ⅳ期戦略計画の策定に向けて準備を進
めて参りますので、ご協力をよろしくお願いいた
します。委員会では、会員満足度アンケート等に

米山功労者第３回マルチブル

より皆さんのご意見を取り入れ、クラブの活性化
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を図るため、３年ないし５年スパンの継続した目

第４回横倉稔明さん

標を立てる予定です。
現在、高萩市では、
「持続可能な地域づくり」へ
の取組みを進めていくために、第６次高萩市総合
計画を策定しているところです。市の計画では、
「持続可能な地域づくり」を考える上で、ＳＤＧ
ｓの新たに取り入れることにしています。
ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標
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国際ロータリーには、１．平和構築と紛争予防、
２．疾病予防と治療、３．水と衛生、４．母子の

大髙司郎会員：地区行事出席報告
２月２６日：第１回地球環境保全プロジェクト会議
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餓をゼロに。１６．平和と公正をすべての人に。

これを受けて第 2820 地区は「環境問題に取り組

に対応しています。
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2021－22 年度に実施年度になります。具体的には
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大髙司郎さん：久しぶりの例会場での開催です。

期にプラスチックごみ等を拾いますが、財団の補

初のハイブリット運営、頑張りたいと思います。

助金事業ともなります。
「ニューイヤーズミーティ

周さん卓話楽しみです。

ング」で話し合われたことが実現します。

大平敏明さん：お久しぶりです。コロナも地方は

２月２６日：第２回ガバナー補佐・総括委員長合同会議

下火になりましたが、都会が今ひとつですね。

ガバナーの次年度方針と目標の確認、ガバナー補佐の

石君平さん：月乃家での例会再開です。今後のハ

各委員会の方針、各ガバナー補佐の方針を発表する会

イブリット例会の方向性は？

議でした。私は、クラブ奉仕総括委員長として、2021

小森勇一さん：ひなまつりです。誕生月、結婚月

－22 年度の活動方針と地区数値目標とガバナー補佐の

のみなさんおめでとうございます。周培さん、マ

皆さんに期待することをお話しさせていただきました。

スター(博士課程)修了、ドクター(博士号)に入る、
おめでとう。

大河原幹事報告

田所和雄さん：１月６日以来の久しぶりの会場で

地区大会登録及び提出書類の案内届く

の例会です。ハイブリット例会ですので、オンラ

３月のロータリーレート

インの出席もできます。宜しくお願い致します。
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江尻寛さん、平野浩司さん

財団ニュース１・２月号届く
ロータリーの友送付案内届く
会長エレクとセミナー（PETS）開催案内４/3（土）～
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4(日) モンドホール
今川さん(ZOOM による)より
たかはぎＦＭの高萩ロータリークラブ情報館本日９回
シリーズの最終回です。関係者の方ご苦労様でした。
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地区、環境活動プロジェクト委員会
大髙
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第８回理事会

田所和雄、大河原浩、鈴木国男、小谷松政紀、
江尻寛、小森勇一、大髙司郎、棚谷稔、石平光

【米山記念奨学会】
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２／２６

２０，０００円
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【メークアップ】
２／１５

【ロータリー財団】

地球環境保全プロジェクト会

大髙司郎

【結婚月の方】 ✿Congratulation✿
３/

１

石平光さん・禎江さん

/２３ 今川隆さん・菜穂子さん
２／２８

戦略計画委員会 会議

/２６ 大髙洋司さん・恵美子さん

小谷松政紀、大髙司郎、田所和雄、鈴木直登
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆
【ニコニコ BOX】
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高瀬晴規さん

石平光さん：３月第一例会、周さんの卓話楽しみ

/１１ 上田良三さん

にしております。

/１９ 永山捷平さん

花園文熙さん：今日は桃の節句だが、コロナ対策

/２４ 和田昌也さん

