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ＢＧＭ 「クリスタル サイエンス」

チック・コリア＆ゲイリー・バートン

○司 会 西野利幸 ＳＡＡ

【開会点鐘】1２時３０分
東京昭島ＲＣ 坡山浩二 会長

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー
雨倉寿久会員

新会員入会式 新会員 高橋信隆 様
￮バッジ授与 坡山浩二 会長
￮新会員紹介

会員増強委員会 日恵野裕之 委員長
高橋信隆会員の経歴をご紹介致します。

昭和41(1966)年4月生まれ52才です。前橋の
家にご家族を残しての単身赴任で昭島にいら
っしゃいました。平成元(1989)年國學院大学
卒業、東和銀行に入行され、前橋西支店で
支店長、今年10月昭島支店に支店長として
赴任され現在に至っております。

￮新会員挨拶
新会員・高橋信隆 会員
前任の児島同様、クラブ発

展のために努力していきたい
と思いますのでよろしくお願い
致します。

来訪者紹介
東京国立ロータリークラブ
創立50周年記念事業 委員長・吉野利春 様

同上 式典委員長・岡本正伸 様
東京米山ロータリーＥクラブ2750 ファオジア・ディナ 様
米山奨学生 張 季媛 さん

会務報告 坡山浩二 会長
１．ベトナムに医療支援のために行って
参りました。昨日無事帰国致しました。
まだベトナムに滞在している会員もおり
ますが、医療支援に滞りなく終了しまし
た。詳細は次回皆様に報告致します。

2．地区よりサイパンの台風被害に対して
の義捐金要請が届いています。募金

左より 畢幹事、日恵野委員長
高橋信隆会員、坡山会長

箱を今週・来週回させていただきます。よろしくお願い致し
ます。

3．新年賀詞交換会の案内が届いております。
日 時 平成31年1月8日(火)
会 場 昭和館・シルバンホール

当日は昨年同様に前段で例会を開催致します。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．東京世田谷南ＲＣよりスキー同好会の案
内が届いています。

日 時 平成31年2月
16日(土)～18日(月)

場 所 裏磐梯グランデコ東急ホテル
会 費 2,000円
宿泊費 42,960円

来訪者挨拶
東京国立ロータリークラブ
創立50周年記念事業委員長 吉野利春 様
創立50周年記念式典を開催致

しますのでご案内に伺いました。
皆様のご参加をお願い致します。
創立50周年記念式典委員長

岡本正伸 様
記念式典 2019年3月13日(水)
会 場 パレスホテル立川
記念講演は櫻井よしこ様を迎え、アトラクションは一橋大学

男声合唱団コール・メルクールをお聞きいただきます。

東京米山ロータリーＥクラブ2750
ファオジア・ディナ 様

今日は米山奨学生張季媛さんの卓話を聞
きに伺いました。ロータリー奨学金制度にはカ
ウンセラーがいらっしゃいますので絆を大切に
していただきたいと思います。

米山功労者感謝状贈呈
受贈者 小山善治 会員

(第9回マルチプル)

米山奨学金贈呈

受贈者 張 季媛 さん
この2ヶ月間は論文を改めて

書き直しています。年末までに
書き終えたいと思っています。
ありがとうございました。

左より 畢幹事、小山善治会員
坡山会長

左より 畢幹事、張 季媛さん
坡山会長



[卓 話]

テーマ「米山奨学生として」 米山奨学生 張 季媛 さん
今回の卓話が最後の卓話に

なるかもしれませんが、そろそろ
2年間が過ぎ、今まで米山奨学
金を頂いて自分が気づいた事
得られた事についてお話したい
と思います。改めて皆様に感謝
の気持ちを申し上げたいと思い
ます。はじめに米山奨学生とし

て得られた事として、最初の例会は緊張していました。皆様か
ら話しかけられて、いろんな事をさせて頂いて段々例会にな
れて、例会を楽しむ事が出来るようになりました。50周年記念
式典に参加する事が出来て、受付までさせて頂いて貴重な
経験をしました。一生の思い出になるのではないかと思いま
す。クリスマスとか歓迎会にも参加させて頂き、皆さんと話した
りして楽しい時間を過ごしました。大國魂神社に行って、日本
の神社について、日本の文化について沢山学びました。昨年
の米山懇親会に参加しましたが、今年も来月に参加する予定
です。この懇親会では他の奨学生ともコミュニケーション出来
ますし、他のロータリアンともコミュニケーション出来る機会だと
思います。奨学期間が終わってから、自分も学友の一人とし
てなると思って学友の新年会にも参加しました。
～～昨年の広島への研修旅行の写真、今年の研修会に写
真、今年夏の懇親会に参加したときの写真、クループの写
真などの説明～～

ロータリーで学んだ事として、皆さんの社会奉仕をなされる
姿を見て感心して前、中国にいるときも学校教育ではあったよ
うな気がしますが、忘れてしまい皆さんの姿を見て昔習った教
育を思い出しました。社会奉仕、社会貢献は意識が重要であ
る事に気付き、皆さんのようには出来なくても自分の出来る範
囲でしたいと思います。自分が将来日本語の教師なったら教
壇に立って、小さくても文化交流に役立てられると思っていま
す。将来は先生になるという気持ちですが、国際関係につい
ても必ず関わる事があると思います。ロータリーが目標として
いる国際平和は私にとっても非常に望みたいところです。
※ロータリーで学んだ事で女性の地位について、異文化理解についての

考え方などをお話し頂き・・・・・

自分に出来る事として、文化
の違いによる誤解を積極的に
説明してあげる事、教師になる
ことが出来れば客観的な立場
で日中両国の文化を伝えたい
と思います。
今日はありがとうございました。

謝辞・記念品贈呈

閉会点鐘
東京昭島ＲＣ 坡山浩二 会長

例会案内
1２月６日(木)第247９回例会

「年次総会」

左より 畢幹事、張季媛さん、
小山(善)会員、坡山会長

チーム報告
親睦活動出席チーム

職業奉仕セミナー報告 髙橋文博 会員
11月2日(金)大森東急REIホテルで130-140

ほどの参加で行われました。服部ガバナー挨
拶から始まり、パストガバナーによるパネルデ
ィスカッション、第2部では木村地区職業奉仕
委員長がパワーポイントでロータリーについて
説明がありました。大変勉強になりました。

多摩中親睦ゴルフ大会報告 荒巻正康 会員
11月8日(木)青梅ゴルフクラブで開催されま

した。昭島ＲＣ主催のため安保ガバナー補佐、
相田グループ幹事に事前準備を行っていただ
きました。56名ほどの参加で地区大会予選を
兼ねて行われ、一位立川ＲＣ、二位昭島ＲＣが
決勝進出となりました。ご健闘を祈ります。

ＲＬＩパートⅡの報告 平 雅徳 会員
11月8日(木)オリンピック記念青少年総合セ

ンターで研修が行われました。1時間ごとに区切
られて学生時代を思い出しました。参加者の
半分以上はパートⅠのメンバーで交流も深め
られ、財団、米山などの事も学べました。2月に
パートⅢがあり、卒業させて頂ければと思います。

多摩中歴代会報告 篠 易男 会員
11月15日(木)立川グランドホテルで29名の

出席で18時から行われました。2019-20年度
のガバナー補佐、グループ幹事の紹介と挨拶
を頂きました。2020-21年度は立川ＲＣより選
出される事が決まりました。この後懇親会が行
われ、時間も延長して楽しく終了しました。

出席報告 平原保男 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ６名 ４８名 ３６名
事前メークアップ 本日の出席率

３名 ７８.００％
事前メーク 鈴木(圭)会員、西川会員、安保会員
メークアップ １１月１６日分 小山(満)会員

場崎会員
出席率訂正 ８５．７１％

東京立川ロータリークラブ合同夜間例会報告
親睦活動出席チーム
河辺光利チームリーダー

11月16日(金)に立川ＲＣ80名、昭島34名出
席で行われました。18時点鐘で卓話は地区ロ
ータリー財団田中靖委員長により、インドにお
けるポリオワクチン投与についてお話し頂きま
した。例会後懇親会に移りヴァイオリン演奏、今年度入会者紹
介紹介など行われ、“手に手つないで”で閉会となりました。

第22回歯の保健衛生講演会の案内
村山恒夫 会員

日時 11月24日(土) 14時開演
会場 フォレストイン昭和館「テアトロソシエ」
講師 日本大学歯学部摂食機能療法学講座

教授 植田耕一郎様
※詳細は配布資料をご覧下さい。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 斉藤正憲 委員
東京国立ロータリークラブ 本日は貴重なお
時間をいただきありがとうございます。2019
年3月13日に行われます、東京国立ロータリ
ークラブ創立50周年記念式典・祝賀会のご
案内に参りました。ご多忙のところ恐縮です
が、ご出席いただきますよう、お願い申し上げます。

坡山会長 国立ＲＣ吉野様、岡本様、米山ロータリーＥクラブの
ディナ様、米山奨学生張季媛様。本日はようこそお
いで下さいました。無事ベトナムより帰国致しました。

畢 幹事 東京国立ＲＣ創立50周年事業委員長吉野利春
様、式典委員長岡本正伸様、ようこそ=
張さん卓話よろしくお願いします。

渡辺会員 久しぶりのディナさんに会えてうれしいです。
北川会員 先日の立川ＲＣとの合同例会ご苦労様でした。お

陰様で久しぶりに立川ＲＣのメンバーと旧交を温
めることが出来ました。
本日は国立ＲＣの50周年事業委員長、式典委員
長のご来訪を歓迎致したく存じます。成功をお祈
りしています。

本日の合計 57,000円
累 計 1,052,400円
予算達成まで 1,247,600円


