
 

 

 

 

 

 

ロータリー特別月間     ３月：水と衛生    ４月：母子の健康   

3月 8日例会より(ハイブリット例会) 

『 米山奨学生卓話』 
   

《米山奨学生卓話：白静さん》 

 

皆様、こんにちは。高萩クラブの奨学生 白静で

す。 

奨学生になってから一年になりました、世話クラ

ブの高萩クラブにはとても感謝しております。そ

して、カウンセラーの平野さん毎月十王駅まで往

復に送っていただいてありがとうございました。 

今日は着ている服は中国の伝統的な衣装です。漢

服と言います。これは中国の明朝の服です。前の

奨学生の卓話で元々の予定は漢服を着ながら、漢

服について紹介したかったです。でも、就職活動

が忙しくて、叶わなかったです。代わりに簡単な

広西省の紹介を行われました。今日は最後の例会

で着ているのが特別な思い出になると思います。 

 

去年４月から続いた半年間の就職活動には頑張り

ましたが、皆さんから暖かい応援してくれること

や、米山記念奨学金のおかげで、学校の研究と就

職活動に専念(せんねん)することが出来ました。本

当に心から感謝を申し上げます。 

また、近年、コロナの禍で、みんなと対面の交流

や、遊びなどのチャンスが減ってしまいました。

とっても残念でした。色々の中でも、10 月にクラ

ブの皆さんと一緒に海岸清掃活動を参加し、バー

ベキューを誘われていただいて、会員さんと交流

することで、自分の視野も広がって、たくさんの

思い出も作りました。私の留学の生活の中で、貴

重な体験だと思います。 

今は日産グループに就職を決めました、もう神奈

川県に引っ越しました。これから初めて社会人に

なって、ワクワクしながら、米山奨学生会から学

んだことを生かし

て、仕事の中でぜひ

頑張りたいと思いま

す。 

最後、またお会いで

きることを楽しみに

しています。 

 

 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 ７日 出席報告 

３月 ９日 米山奨学生卓話 米山記念奨学会委員会 会員数 出席者 欠席者 

３月１６日 イニシエーションスピーチ プログラム委員会 ２９ １３ １３ 

３月２３日 水と衛生について 社会奉仕委員会 出 席 率 ：  １００ % 

３月３０日 外部卓話 プログラム委員会 前々週訂正 ：  １００ % 
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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 



《米山記念奨学会委員長：平野浩司》 

白さんを迎えた時

は、どうなる事か

と思いましたが、

いま振り替えると

早かったなという

思いです。 

コロナ禍という事

もあり例会も無く

なってしまったり、

あまり楽しい思い

出を作ってあげる

事ができなかった事が残念です。白さんが就職で

悩んでいる時や、就職が決まって喜んでいる姿を

見ていると、まるで自分の娘のような感じにさえ

思えました。 

これからもクラブ全員で応援していきますので頑

張って下さい。 

《白さんは 3 月 5 日の米山奨学生の終了式に

出席しました。》 

《鈴木直登会長挨拶》 

皆さんご承知のとお

り今ウクライナ情勢

は先が見えず一般住

民にも沢山の被害者

が報告されています。

RIも声明を発してい

ます。 

 さて、昨日３月８

日は１９７５年 (昭

和４４年)国連によって「国際女性デー」に制定さ

れました。「国際女性デー」は素晴らしい役割を担

ってきた女性たちによってもたらされた勇気と決

断を称える日です。 

 イタリアの「ミモザの日」は有名で女性に感謝

を込めて、母親や妻、友人、会茶の同僚などに愛

や幸福の象徴でもあるミモザが送られています。 

 昨日の茨城新聞に２８２０地区本年度青少年奉

仕総括委員長の川上美智子さんが写真入りで紹介

されていました。（妻も県の会議で何回か同席した

そうです） 

 川上さんは次のように述べています。 

世界経済フォーラムが公表するジェンダーギャッ

プ指数で２０２１年の総合スコアは１５６ケ国中

１２０位の低ランク。政治や経済分野での指数が

低く茨城県内の実情とも重なる。 

性別にかかわらず誰もが尊重され、共に生きやす

い社会を実現するにはたくさんのかだいを解決し

ていかなければならない。女性の労働力率も上昇

はしているが、正規雇用か否かこの格差は大きい。

女性の経済的自立はまだまだ遠い。 

政治の面でも県議会議員 59 名中 4 人。高萩市議

会 15 名中 1 人。女性の立場を・意見を反映させ

ていくためにも女性議員数の底上げが必要。と述

べています。 

 性別による「固定的役割分担意識」として長年

問題視されてきたこのことが今でも言葉を変えて

残っている。 

改めて自分の周り、永らく勤めていた会社を見つ

めて考えされられました。 

 

《幹事報告》 

１ ウクライナ支援の要請が来ています。 

  持ち回りの臨時理事会を開催し、緊急に地区

への拠出を行います。 

２ 全国囲碁大会の案内があります。参加希望の

方はよろしくお願いいたします。 

３ 3 月 5 日、米山記念奨学生の修了式がありま

した。 

４ ロータリー財団の寄付目標達成にご協力をお

願いいたします。 

〇ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの

声明 2022年 2月 25日 

ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲

惨な状況となっています。 

ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、

人命の喪失および人道的苦難が深刻化しているこ



とを深く懸念しています。ウクライナに対する軍

事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけでなく、

欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れがありま

す。 

世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリ

ーは「平和」を世界的使命の礎としてきました。

私たちは、国際社会とともに即座の停戦、ロシア

軍の撤退、および対話を通じた対立解決のための

外交努力の再開を求めます。 

過去 10 年間、ウクライナ、ロシア、および近隣

諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、

親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先

導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組ん

できました。私たちは今、この悲劇的な出来事に

直面しているウクライナのロータリー会員や人び

とのために祈ります。国際ロータリーは、救援物

資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をもた

らすために全力を尽くします。 

 

【メークアップ】 

３／３  日立港 RC例会 江尻寛、大髙司郎 

３／５  米山終了式 平野浩司 

３／７  日立中央 RC例会 大髙司郎 

３／８  日立南 RC例会 鈴木啓志、大髙司郎 

 

【ニコニコ BOX】 

鈴木直登さん：白静さんご卒業おめでとうござい

ます。若人の力がとても大切な時代です。夢を大

きく前進してください。 

大髙司郎さん：白静さん、卒業おめでとうござい

ます。これからも夢に向かって頑張って下さい。

本日の卓話楽しみです。  

小森勇一さん：白静さん、茨大卒院おめでとうご

ざいます。これからは、ロータリーファミリーと

して、ますますのご発展を祈ります。  

石君平さん：白さん、日本での社会人スタートお

めでとうございます。 

鈴木国男さん、江尻寛さん、今川隆さん、平野浩

司さん、滝徳宗さん 

本日計   ９，０００円 

 累計 ３０３，２００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計  ５５，８４０円 

累計  ３７９，１５０円 

【ポリオプラス】 

本日計   ６，９６０円 

累計   ５１，７３０円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計 ２０，０００円 

累計 ２９８，０００円 

 

 

 

 

 

 


