
 

 

【点 鐘】 梅澤 馨 会長 

【例会場】                百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】 青戸慶太 SAA 委員 

ロータリーソング「四つのテスト」 

【ゲスト・ビジター紹介】 梅澤  馨 会長  

   川崎ＲＣ 白井勇様 

   Ｒ財団学友会 代表幹事 間野優梨様 

    

【会長報告】            梅澤  馨 会長 

１．ガバナー事務所より 

① 2015-16 年度 R 青少年派遣学生選考に当クラブか

ら推薦した難波太一君について、残念ながら合格

基準に達していないとのお知らせがありました。

（25名応募、候補者 8名、補欠 3名が決定） 

② インターアクト年次大会へ R 交換学生の参加・派

遣の要請。 ※1月２５日（日）9：30～16：30 横

浜富士見丘学園中等教育学校 

申込み：12/19必着 

③ 「ジャパン・ロータリーデイⅡ in 東京」開催の

案内２月４日（水）14：00～19：30 ホテルグラ

ンパシフィック LE DAIBA 

  ④ 10 月 27 日に開催されたクラブ雑誌委員長会議の報

告が届く。 

２．12月のロータリー為替レート １ドル→１１２円 

３．川崎高津 RC より 会長幹事会のお知らせ 

１月１４日（水）18：30～ ホテル KSP１F「銀杏」 

４．鈴木豊成会員の娘さんご結婚につきお祝いをします。 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             梶 幹事 

◆例会変更・例会案内  

〇川崎高津南ＲＣ 

12 月 22 日㈪年末家族会 点鐘 18:30 

ホテル KSP 12 月 29日㈪ 休会 

  ○川崎高津ＲＣ 

   12月 25日㈭ 休会 1月 1日・29日休会 

  ○川崎大師ＲＣ 

   12月 17日㈬年忘れ家族会 18：00～ 

   横浜ベイシェラトン H&T 12月 24・31日休会 

   1月 7日㈬→8日㈭に変更 新春 4 クラブ合同例会 

   点鐘 12：30 川崎日航ホテル 

  ○川崎とどろきＲＣ 

   12月 8日㈪年忘れ家族会 点鐘 17：45 

   横浜ロイヤル Pホテル 12月 29日 1月 12日休会 

  ○川崎北ＲＣ 

   12月 17日㈬年忘れ家族会 点鐘 18：00 

   横浜グランドインターコンチネンタルＨ 

   1月 7日㈬新年例会 点鐘 12：30 

   クイーンアリス日吉 1月 28日㈬→2月 2日㈪変更 

  ○川崎中原ＲＣ 

   12月 11日㈭昼例会に変更 点鐘 12：30 

   12月 18日㈭年末家族会 点鐘 18：30 

   フィオーレの森 12月 25日 1月 1日休会 

   1月 29日㈭→2月 2日㈪に変更 ホテルＫＳＰ 
 

◆会報着 

 〇川崎ＲＣ 

  第 3113回(9/4)～第 3120回(10/23) 

 

 

 

 

 

 

 

第 1081回 例会記録 平成 26 年 11月 28日（金） S.A.A  委員長 青戸 慶太 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第１０８２回例会１２月 ５日（金）理事役員会 年次総会       ホテルモリノ 

第１０８３回例会１２月１２日（金）クラブフォーラム 社会奉仕活動  ホテルモリノ 

第１０８４回例会１２月１９日（金）クリスマス家族会         ホテルモリノ 

 

 
［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 



【出席委員会】 蓬田委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1081 回 24 21 3 - 87.5％ 

第 1080 回 24 19 5 2 87.5％ 

第 1079 回 24 18 6 3 87.5％ 
 

【ニコニコ委員会】                    親松委員長 

 第 1081 回（件数）  

ニコニコ  22 件 ￥22,000 

●お客様 

川崎ＲＣ 白井勇様【いつもお世話になります。宜しくお

願いします。秋の行事、皆様にお世話になりました。あり

がとうございました。】 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【間野さん、卓話よろしくお願いします。】 

◇梶 幹事 【同 上】 

◇碓井会員【今年】 ◇佐藤会員【間野さん、卓話有難うご

ざいます。】 ◇志村会員【沖縄、神奈川県戦没者慰霊祭、

ご奉仕して参りました。】◇鈴木昭弘会員【秋田へ行ってき

ました。】◇鈴木憲治会員【モンゴルのデギーが明日から来

日します。】  

 ◇青戸会員 ◇臼井会員  ◇宇津木会員◇大野会

員◇親松会員 ◇君塚会員 ◇佐々木会員 ◇鈴木眞一会員

◇長瀬会員◇花輪会員 ◇森啓伊会員 ◇山下会員◇雪井

会員◇蓬田会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【年次総会について】 梅澤馨会長 

  次週は年次総会となっています。例会を欠席する場合は委任

状を必ず提出してください。 

【本日の卓話】 紹介者 鈴木憲治会員 

間野優梨様 プロフィール 

2005年：青山学院大学 文学部英米文学科卒業 

2007年：Eastern Michigan University  

            東ミシガン大学大学院入学 

Drama/Theatre for the Young こどものための演劇専攻 

2009年：Emerson College 

現在一般企業に勤務する傍ら、第 2590地区 地区ロータ

リー財団学友会代表幹事を務めております。 

卓話 地区ロータリー財団学友会代表幹事 間野優梨様 

ロータリー財団・国際親善奨学生として 2007 年～2010 年

の約 3 年間、アメリカの南東部にあるミシガン州に留学してお

りました間野優梨と申します。現在は 2590 地区（川崎・横浜

地区）の奨学生・元奨学生の組織・学友会の代表幹事を務め

ています。 

国際親善奨学生だった頃を振り返ると、実に多くの人々に

出会い、支えてもらい、成長させてもらった 3年間でした。特に、

スポンサーRCの川崎百合ヶ丘 RC、ホスト RCのイプシランティ

RCには大変お世話になりました。 

 

ミシガン州は右手にミトンと呼ばれる手袋をはめた形に非常

に似ていると言われます。最大都市であるデトロイトは親指の

付け根あたりに位置し、五大湖のひとつであるエリー湖の対岸

越しにカナダを望むことができます。留学先であるイプシランテ

ィは、デトロイトから車で 30 分ほど西に位置する町です。冬の

寒さが厳しいことは行く前から覚悟していたのですが、気候と

いうのはインターネットや旅行ガイドブックの数値をいくら睨ん

でも、実際に身を置かないと分からないものです。冬が寒いの

は事実なのですが、冬が長いのがミシガンの特徴です。ミシガ

ン出身の詩人（ “A Primer” by Bob Hicok）の詩の中に “The 

state joy is spring…February is thirteen months long in 

Michigan” というフレーズがあるのですが、実に言いえて妙だ

と思います。 

 

イプシランティとは元々はギリシアの独立戦争の英雄の名前

を取って命名されたそうで、市内にはギリシアの国旗とイプシラ

ンティ像が経っています。その銅像の目の前にあるのが、私が

通った Eastern Michigan University（通称 EMU、イースタ

ン）です。私は大学構内にある学生用アパートに住んでいたの

で、キャンパスは勉強の場でもあると同時に、衣食住の生活の

場でもありました。友人の車で 2 週間に一回買い物に行くス

 



ーパーや、キャンパス内のコーヒーショップが何よりの娯楽だっ

たように思います。先日、2590 地区の地区大会に出席した際

に配布されたプログラムを何ともなしに見ていたら、あっと驚き

ました。今の RI 会長、ゲイリー・ホアンさん（台湾）のご出身が

東ミシガン大学とあったのです。ホアン会長も 4 年間、同じよ

うに寒い寒いと背中を丸めながら教室に向かい、苦しい試験

が終わった後には学校から歩いていけるあのピザ屋で友人た

ちと乾杯したのかな、と思うと感慨深いものがあります。 

 

限られた環境だからこそ、他人の助けに大いに支えられ、ま

た、他人の親切がより温かく感じられました。特に、イプシラン

ティ RC の顧問ロータリアンのジョージさんには、顧問と奨学生

という枠を超えて本当にお世話になりました。元々ギリシアから

の留学生で、東ミシガン大学を卒業されているジョージさん。

口をすっぱくして” “Take Initiative” 「積極的になれ」「自

分からアクションを取れ」と言われました。大学院では言葉の壁

は厚く、日本人どうしや、韓国や中国からの留学生と一緒にい

るのが心地よく感じる時期がありました。そんなときジョージさん

に会うと、「アメリカ人と英語を話していないだろう？英語が上

達してない」もっとアメリカ人の輪に入れ、 と叱られたことを思

い出します。 

 

皆様ご承知のとおり、世界中の RCは、地理的区域ごとに「地

区」という単位でまとめられています。イプシランティ RC は第 

6380 地区に所属しています。留学中はこの地区のロータリー

クラブを 10 ヵ所ほど訪問しました。イプシランティ RC は約 

20 名のロータリアンで構成されており、とてもアットホームな雰

囲気。一方、隣町アナーバーにあるアナーバーRC は 300 名

以上と大規模で、例会はミシガン大学の大きなホールで行わ

れ、会場を見渡すのに時間がかかるほどでした。例会以外で

も、ミシガン大学で日本語を勉強する学生に日本文化を紹介

したり、日本の地区大会に相当する「ガラ」に出席しました。

6380 地区はカナダの RC も所属しているので、イベントの最

初にはアメリカ国歌とカナダの国歌の両方を歌うのが興味深か

ったです。留学前は、ロータリー奨学生として卓話で何を話す

べきなのだろうと悩みましたが、実際に各 RC を訪問すると、日

本での日常の生活の様子や家族の話題、ミシガンで感じること、

そんな「なんでもないようなこと」が喜ばれました。仰々しい建前

や専門性の高い話題よりも、メディアの報道しないことを相手

の目を見ながら自分の言葉で伝える、その積み重ねの上に国

際親善があるのではないかと感じました。  

冒頭に申し上げました通り、現在は 2590 地区の学友会の

代表幹事としてロータリーに関わっています。2590 地区学友

会の主な活動は 2 つあります。ひとつは奨学生の支援です。

選考、留学直前の壮行会の開催、そして送り出した後も現地 

RC での卓話について助言し、留学先での様子を学友会 

Facebook ページに載せるよう促して OG・OB との繋がりを築き

上げるべく努めています。また昨年度から帰国報告会を開催

し、財団委員や学友を前に留学先での経験を総括してスピー

チしてもらっています。 

もうひとつは奉仕活動です。2590 地区は音楽を専攻した学

友の中心にチャリティーコンサートを積極的に開催しています。

2011 年には東日本大震災チャリティーコンサート「音楽の力

による復興支援」を開催し、義捐金 185 万 772 円全額を仙

台フィルハーモニー管弦楽団「音楽の力による復興センター」

事業へ寄付しました。・・・こうお話しすると、随分充実した活動

をしていると思われるかもしれません。実際は厳しい状況と言

わざるを得ません。 

学友会は現状 3 名で運営しており、2010 年以降、構成員

はほぼ変わっていません。これは送り出す奨学生の数が減っ

ていることと、卒業しても帰国せずに現地に残る奨学生や音信

不通者が増えたことが背景にあります。帰国の有無に関わらず、

ガバナー事務所、財団委員、スポンサーRC、学友会が一緒に

なって奨学生を応援するスキームを作らなければならない時に

なると思います。 

 

 

「ロータリー財団学友会」とはどのようなものですか。 
    

ロータリー財団学友会とは、ロータリー平和フェロー、国際

親善奨学生、研究グループ交換（GSE）、グローバル補助金と

地区補助金による奨学生、職業研修チーム（VTT)、ロータリ

ーボランティア補助金、大学教員のための補助金、およびカ

ールP. ミラー助成金の受領者、その他のロータリー財団プロ

グラムに参加した経験のある人々からなる組織です。 

 

 

【四つのテスト】            鈴木憲治会員 

【点        鐘】 梅澤馨会長 

【会報委員会】 文責：鈴木昭弘 


