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9月は基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間
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前 週 の 例 会 報 告
会長挨拶

沼田義雄 会長

露が白むころという二十四節気の一つ白露（9月8日）を過ぎ、朝夕はだいぶ
凌ぎやすくなって参りました。会員皆様にはお変わりなくご活躍のことと存じ
ております。
さて、ご案内の通り９月は２つの特別月間となっております。
１つは「基本的教育と識字率向上月間」です。今更申し上げるまでもありま
せんが、教育とは人の知能・技能を伸ばすために教えることであり、この知育
に徳育と体育が包含されています。昨年末、東京銀座のある小学校が、児童の
制服を海外の有名メーカーに発注したことが物議を醸しました。義務教育をめ
ぐる話題としては、いささか見当ちがいの観が否めません。高級な制服が、児
童たちの人格形成にどのような役割を果たすのか疑問です。私が子供の時分に読んだ、児童向けの伝記本に描か
れた二宮金次郎も野口英世も、質素な衣類を着て勉学に励む姿が印象的でした。また、本人の優れた素養もさる
ことながら、偉人誕生の陰にはきっと優れた教育者が存在したことでしょう。この機会に、子供達に対する基本
的な教育の大切さを再認識したいと思います。
それから識字率向上についてですが、今日の日本では、非識字問題は殆んど耳にしなくなりました。しかし、
世界では貧困、差別、健康被害など非識字を原因とする難問が山積しているようです。基本的教育の向上と連動
する本問題への支援については、国際ロータリー及び第2820地区の取り組みを注視し、支援要請等がありました
ら皆様にお諮りして前向きに対処したいと存じます。
２つ目は「ロータリーの友月間」です。公共イメージ委員会の皆様には、毎月例会で『友』の記事内容を紹介
していただいております。誠にご苦労様です。
この特別月間を機に、
『友』を通してロータリーについての理解が一層深まり、また、ロータリアン間のコミ
ュニケーションを図るうえで、貴重な情報源であることを再認識できたらよろしいかと思っております。
秋の深まりとともに、これから１年で最も過ごしやすい季節を迎えます。当クラブにとって実り多い秋となり
ますよう、皆様と手を携えて前進したいと念願いたしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

米山記念奨学生レポート
これまでの奨学生の生活で得たものや、日本留学の成果などについて

エーエーティン さん

私はエーエーティンと申します。筑波大学の博士の2年生で、専攻は生物圏資源科学です。世話クラブは土浦
クラブで、カウンセラーは平島 隆之様です。準世話クラブは石岡クラブで、カウンセラーは潮田 多計士様です。
私は日本に来て3年目になりました。日本に来る前にミャンマーのヤダナボン大学、大学学院で動物学修士課
程を卒業して、他の外国語大学でも英語を勉強して卒業しました。その後研究者になりたい為に日本で博士を取
りたいと思いました。なぜ日本を選んだかと言うのは日本は安全な国で、教育も進んでいる国なので日本に留学
することを決めました。2015年4月に日本へ来て、東京で新宿御苑学院日本語学校で日本語を2年間勉強しまし
た。その間の1年間JASSOの奨学金をいただきました。2017年3月に日本語学校を卒業しました。その学校で学
んだ後で日本語が話せるようになりました。
2017年4月、筑波大学に入学して、筑波大学応用動物昆虫学研究室で勉強しております。国際農林水産業研究
センターでアメリカミズアブを研究しております。農業における益虫、アメリカミズアブについての研究です。
成虫飼育法の確立と繁殖生物学的知見を得ることを目的としています。新しい生物燃料エネルギーに貢献出来る
と考えております。１年生の時に、日揮・実吉奨学会 第三種給与奨学金をいただきました。
2年生から、ロータリー米山奨生になって、今年1年目です。最初に、世話クラブとカウンセラーとの関わり
を言いますと、私は1 ヶ月に１回例会に出席し、例会で５分間、私の近況を報告しています。クラブによって、
例会の回数が違いますが、私の世話クラブは1 ヶ月に４回です。最初の1回目の時に、奨学金が渡されます。ま
た、クラブの行事や活動などの時も招待されて、一緒に参加させていただきました。毎月例会に参加したことに
よって、クラブの方々の様々な職業の方の仕事に関してのスピーチで、色々なことを勉強させて頂きました。ま
た、学校や研究などで得られない幅広い分野の人との交流や、日本の文化・習慣なども体験できました。また、
留学生が出席しないといけない米山の奨学会の行事などがある時にも、いつもクラブの誰か（特にカウンセラー
と会長）が一緒に参加してくださいました。準世話クラブに1回参加しました。世話クラブの方も準世話クラブ
の皆様も優しく、暖かい笑顔で迎えて下さり、本当に家族のような感じがします。
このような色々な経験は普通の留学生活ではなかなか得られない宝物です。普通の留学生活では勉強やバイト
だけですが、米山奨学生になることによって、様々な人と出会いや様々なことを勉強することができました。ロ
ータリークラブは奨学生にお金の支援だけではなく、色々なことを体験させてくださいました。ロータリアンの
皆様には本当に感謝しています。皆様、本当にありがとうございます。

幹事報告

第2回 理事会報告

2018年（平成30年）9月6日㈭

11：30〜

佐藤ぱうろ 幹事

於：ローブ

審議事項
◦指名委員会委員承認の件 理事会添付資料（以下、添付資料）の内容の通り、承認された。
委員長 沼田 義雄（会長）、 副委員長 竹内 崇（会長エレクト）
委 員 ※河合 隆・※円城寺紘征・※黒田 喜文・飯山 孝之・鶴田 一郎
（※ 会長経験者）
◦新会員入会承認の件 次の２名の方の入会が承認された。
飯村晃一 氏（保険：日本生命保険相互会社 柏常総支社 法人職域部長）
山田孝行 氏（普通銀行：株式会社筑波銀行 執行役員本店エリア長兼本店営業部長）
◦土浦花火大会翌日（10/7）清掃活動参加承認の件

昨年同様、有志での参加が承認された。依頼文添付

◦全国ロータリークラブ野球大会参加に伴う支援金承認 の件
添付資料の内容の通り、親睦活動委員会予算より10万円の拠出が承認された。
◦かすみがうらウォーキングへの協賛 承認の件
社会奉仕委員会の事業計画に則り、15万円を支援金として支出することが承認された。
◦10月例会プログラム承認の件

添付資料の内容の通り、承認された。

◦
「この指とまれ」プロジェクトへの協賛承認の件
昨年同様、玉造RCの「MOTTAINAI PROJECT」へ4万円の拠出が承認された。
エントリー一覧と各事業計画添付。次回理事会にて、
「MOTTAINAI PROJECT」の詳細を入手して添付する。

報告・確認事項
◦ガバナー公式訪問について

2018年
（平成30年）10月25日㈭

ローブ

◦地区行事について 第39回地区RYLAセミナー
平成29年
（2017年）10月7日㈰・8日㈪㈷
茨城県立児童センターこどもの城
参加者・・・沼尻大会員（青少年奉仕委員長）
萩原弘幸君（土浦ローターアクト） 両名とも７日のみの参加
◦土浦南RCとの合同懇親会 3月5日（LAUBE）から4月9日（マロウド）に変更の打診あり。
理事会にて了承。但し、土浦RCの観桜会と2日間しか間が空かないので、11日の観桜会を18日に移動できるか
検討する。

2018-19年度
4日

11日
18日
25日

10月のプログラム予定

理事会⑷、会長挨拶、誕生祝、卓話「世界湖沼会議について」霞ヶ浦市民協会前理事長
結婚記念祝、入会記念祝「ロータリーの友」紹介 竹中公共イメージ委員長

滝下利夫様

米山奨学生卓話 エー・エー・ティンさん、クラブフォーラム

クラブ協議会⑶、ガバナー公式訪問、ガバナー卓話 高橋賢吾ガバナー、家族懇親会

土浦RAC 幹事報告
平成30年8月22日㈬
内

経済と地域社会の発展・米山月間

於：一中地区公民館

土浦RAC 幹事

藤井正之

容：まず、滝口委員長からリーダーシップの基本を発表してもらい、沼尻大様からはアクト・青年会議所な
どの経験からリーダーシップの卓話を頂いた。
平島隆之様からは職業人としてのリーダーシップや今の仕事を始めたエピソードな
どの卓話を頂いた。

成功点：卓話を頂く前に委員長が内容のある発表ができたこと、皆一時間前に来て準備など
頑張っていたこと。
反省点：タイムキーパーを用意して時間を予定通り進める事を考えなかった。
総

評：（副SAA 小野信直）
お疲れ様です、ご存知と思いますが小野です。リーダーシップについて沼尻さんと平島さんから卓話頂
きましたが、リーダーは孤独です。一生懸命頑張っても分かってもらえない事が多くて、辛い立場にい
ます。でも辛かったことは３年後、５年後にきっと報われる時が来ます。

誕生祝（9月）

結婚記念祝（9月）

メークアップ
8/22

土浦RAC 8月第2例会

臼田、小野

9/9

土浦RAC 9月第1例会

臼田、沼尻（大）

例会予告
9月 20日 クラブ協議会⑵、クラブ奉仕研究会報告、
社会奉仕研究会報告、国際奉仕研究会報告、
米山カウンセラー報告

出席報告
会 員
58名

欠

席

22名

出 席 免除・欠席 出席率
36名

4名

27日 卓話

66.66％

土浦市議会議長

海老原一郎 様

Shop
https://shop.rotary.org/
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Rotary Shop/オンラインショップ ご注文の流れ

➊

Rotary Shopに
アクセスする

1. My Rotaryからアクセス
するか、2.検索エンジンで
Rotary Shopと検索します。

➋

商品を探す

➌

1.商品番号や一部商品名で検
索するか、2. カテゴリー内
からご希望の商品を選びます。

カートに入れ
チェックアウトする

➍

1) 言語と数量を指定します。
2) カートに商品を入れて

チェックアウトへ進みます。

ご購入者様情報
を入力する

ご購入者情報入力に進むため、
1. ゲストとして登録するか、
2. My ROTARYからサインイン
します。

Rotary Shop

➒

商品を受け取る

1) カード払い、無償資料のみ
≫ご注文受付後
３～5営業日以内に発送
2) 銀行振り込み
≫日本事務局へ着金確認後
3～5営業日以内 に発送

日
本
事
務
局
で
ご
注
文
受
付

❽

ご注文内容を
確定する

内容を確認し、
ご注文を確定します。
確認メールが届くと、
ご注文完了です。

➐

お支払い方法を、1.クレジッ
トカード払い、 2.銀行振込、
3.無償の場合は支払い情報
は不要を選択し、必要事項を
入力します。

➏

配送方法を
選ぶ

「送料無料$0.00」に
チェックを入れ次に進み
ます。
❕ 送料は国際ロータリー
で負担いたします。

ί０

！銀行振込の場合、受付後に代金のご案内をメールにてお送りいたします。

格調高く、和やかに

お支払い方法を
選ぶ

S.A.A

詳 し い 操 作手 順 は

「 Rotary Shop ご

利用ガイド」 を ご
参照ください。
≫ご利用ガイド

➎

配送先を
指定する

購入者情報登録画面にて、
住所を入力します。すでに
ご登録されている場合は、
配送先住所を指定します。

