
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

第 3127回例会報告書 
2022（令和4）年10月7日 

司会        副SAA・山田善紀会員 

Ｒ.song        君が代・奉仕の理想 

ソング･リーダー   宇田麻衣子会員 

 

 

奈良西RC米山奨学生カウンセラー 加藤又拡氏 

奈良西RC米山奨学生 関 嵐月さん 

橿原RC米山奨学生 史 夢華さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎橿原 RC の皆様、本日は当クラブでお世話致してお

ります、米山奨学生 関 嵐月さんの卓話、よろし

くお願い致します。 

････････････奈良西RC米山奨学生カウンセラー 

加藤又拡様 

◎米山奨学委員会として奈良西 RC の米山奨学生 関 

嵐月さんをお迎えしました。よろしくお願い致しま

す。         ････････････河村善一会員 

◎誕生日お祝い 

 密門裕範会員（10/21） 

◎結婚記念日お祝い 

 井上輝好会員（10/21） 山川 賢会員（10/5） 

 増田善昭会員（10/6）  上江洲康司会員（10/31） 

豊田博樹会員（10/4）  菅生康清会員（10/18） 

森 範子会員（10/24） 松原由忠会員（10/1） 

◎入会お祝い 

 中林隆男会員（27年） 中谷昌紀会員（14年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾田肇睦会員（14年） 島田昌則会員（2年） 

辻村敦史会員（1年）  中垣内多美会員（1年） 

森 範子会員（1年） 

 

 

 

○10月は「米山月間」ということで、本日は米山奨学

生の皆さんに卓話をして頂きます。私が数年前、地

区米山奨学委員会に出向していた際にお聞きした

のは、米山奨学生は毎月1回は例会に出席し、奨学

金を直接受け取ること、卓話をすること、年2回レ

ポートを提出することが義務となっているという

ことです。米山記念奨学会は、日本で最初のロータ

リークラブを創立した米山梅吉氏の功績を記念し

て設立されました。世界の若者達を日本に招待し、

日本のことを深く知って頂き、またいろいろなこと

を学んで頂き、世界と日本の架け橋になる人材を育

てるという目的で設立されました。詳細については、

本日ポスティングされた「米山豆辞典」をご覧頂き、

米山奨学事業についての理解を深めて頂きたいと

思います。 

本日はお二人の奨学生にお話し頂きます。お互い

の国のことをよく知ることでさらに親睦を深め、今

後も繋がりを持っていきたいと思っていますので

よろしくお願い致します。 

 

 

 

△10月誕生日 

密門裕範会員（10/21） 

△10月結婚記念日 

 井上輝好会員（10/21） 山川 賢会員（10/5） 

 増田善昭会員（10/6）  辻田真海会員（10/21） 

 中井康允会員（10/2）  上江洲康司会員（10/31） 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 

 
ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ 

事務局（例会場） 
橿原市久米町 652-2 THE KASHIHARA 4F 

TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 

例会日 
金 曜 日 
12 時 30 分～13時 30 分 
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四つのテスト 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 

ニ コ ニ コ 箱 

出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員54名 
(10/7)      出席者35名  出席率70％ 
(9/8補正)     〃  35名    〃 70％ 
 

ゲ ス ト 

１０月は、「経済と地域社会の発展月間」 
（Economic and Community Development Month）、 

「米山月間」（Yoneyama Month）です。 
 

 
 

 

幹 事 報 告 



豊田博樹会員（10/4）   菅生康清会員（10/18） 

森 範子会員（10/24） 松原由忠会員（10/1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・銀婚お祝い品の贈呈：豊田博樹会員、菅生康清会員 

 

△10月入会 

中林隆男会員（27年）  中谷昌紀会員（14年） 

尾田肇睦会員（14年）  髙橋 靖会員（11年） 

吉村輝高会員（5年）   島田昌則会員（2年） 

松本好清会員（2年）    辻村敦史会員（1年） 

中垣内多美会員（1年）  西野光泰会員（1年） 

原田杏子会員（1年）    森 範子会員（1年） 

△米山記念奨学会より感謝状 

 ①2022年6月にクラブ 

  の普通寄付金及び特別 

  寄付金の合計累計額が 

9000万円に達した 

感謝状→ 

 

 ②2022年8月にクラブ 

の特別寄付金累計額が 

6700万円に達した 

感謝状 

  ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△次週の例会は 10 月 15 日（土）IM です。10 月 14

日（金）は例会はございませんのでお間違えの無い

ようよろしくお願い致します。 

△本日ご案内をポスティングしていますが、11 月 11

日（金）12時20分から臨時総会を開催致しますの

でご出席頂きますようよろしくお願い致します。 

△尾賀康裕ガバナーより公式訪問のお礼状が届いてい

ます。掲示板に貼り出していますのでご覧下さい。 

△米山奨学生へ奨学金の授与 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・奈良RC 

 11月3日（木）休会 ※ビジター受付なし。 

・奈良東RC 

 ①11月 23日（水）社会奉仕・青少年奉仕共同事業

のため、場所変更→於：鴻池球場 

 ②11月30日（水）・12月28日（水）休会 

 ※いずれもビジター受付なし。 

・大和高田RC 

 11月22日（火）･12月20日（火）･27日（火）・ 

1月3日（火）休会 ※いずれもビジター受付なし。 

・やまと西和RC 

①12月6日（火）・13日（火）・20日（火）例会方

法変更→ZOOMとリアルのハイブリッド方式 

 ②12月27日（火）休会 

※いずれもビジター受付なし。 

・平城京RC 

 11月3日（木）休会 ※ビジター受付なし。 

・やまとまほろばRC 

①11月10日（木）変更→10:30～於：桜井市役所 

②11月17日（木）場所変更 

→於：あるぼーる 小ホール 

 ③11月24日（木）休会 

※いずれもビジター受付なし。 

・奈良大宮RC 

 11月22日（火）休会 ※ビジター受付なし。 

 

 

 

○プログラム委員会：豊田博樹委員 

・ボジョレー例会について 

日時：11月18日（金）18:00～ 

場所：THE KASHIHARA 2階「藤原」の間 

  本日ご案内をポスティングしています。当日はボ

ジョレーやワインに詳しい会員からのお話やピア

ノ演奏、ゲーム大会などいろいろな企画をご用意し

ていますので、多くの皆様のご出席をよろしくお願

い致します。なお、夜間例会で 18 時開会に変更と

なっていますのでお間違えの無いようよろしくお

願い致します。 

 

○出席・ニコニコ箱・ソング委員会：杣本行彦委員長 

・IM（インターシティーミーティング）について 

日程：10月15日（土） 

 場所：ホテル日航奈良 

委 員 会 報 告 
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  現在、27名の方よりご出席とのお返事を頂いてい

ます。ご出席予定の皆様には、当日の経路を記載し

たご案内を本日ポスティングしています。会場にお

越しになる際にご参考頂きたいと思います。 

 

○会員増強委員会：河村善一委員長 

・情報集会の開催について 

11 月 11 日（金）の卓話は「情報集会発表」とさ

せて頂きます。つきましては情報集会を開催して頂

き、11 月 11 日（金）にその内容を発表して頂きま

す。ここ数年開催されていなかったので新入会員の

皆様はご存知ない方が多いと思います。今回は地区

別で、田原本・桜井・宇陀地区、橿原は人数が多い

ので2組に分けて橿原A地区、橿原B地区、御所・

高市・吉野地区の4組とし、それぞれの組で会合を

開催して頂き、今回のテーマ「出席率の向上に向け

て」についてお話し頂き、11 月 11 日（金）にその

内容を発表して頂くという流れになります。組分け

等の詳細については後日ご案内をお送りさせて頂

きますのでご確認頂きますようよろしくお願い致

します。 

 

○公共イメージ委員会：島田昌則委員長 

・画像使用について 

例会やクラブ行事にて撮影した写真等をクラブ

のホームページや SNS 等に掲載していますが、今

後より積極的にクラブの広報活動に活用し、皆様が

楽しく活発に活動されている様子を掲載すること

で会員増強にも繋げていきたいと考えています。本

件についてご承諾頂きたく、本日文書をポスティン

グしています。また後日には承諾書をお送り致しま

すので、お手数ですが必要事項をご記入の上、ご提

出頂きますようお願い致します。 

 

○ドライブ・ツーリング・グルメ会：島田昌則会員 

・第2回目の開催について 

 日時：11月12日（土）9:30集合、10:00出発予定 

 集合場所：ファミリーマート桜井阿部店 駐車場 

 目的地：VISON（ヴィソン） 

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1 

TEL 0598-39-3190 

  本日ご案内をポスティングしています。今回は、

三重県に新しくできたリゾート施設「VISON（ヴィ

ソン）」に向かいます。温泉やレストランがあり、シ

ョッピングも楽しめる施設です。是非ご参加頂けま

すようよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：米山奨学委員会 

 

「米山奨学生 自己紹介」 

 

・橿原RC米山奨学生 史 夢華さん 

私の出身地は中国の河南省の 

焦作市の博愛県です。河南省は 

地域の大部分が黄河の南にある 

ため河南と称されています。河 

南省は農業を主業としています 

ので、中国の食糧庫と言われて 

います。また、人口は約一億人 

です。さらに、河南省も中国古 

代文明の発祥地の一つです。中 

国８大古都のうち、４大古都を有します。有名な観光

地は省都の鄭州にある禅宗の祖庭と言われる嵩山少林

寺です。また、焦作市には国家地質公園に指定された

名勝地である雲台山があります。特別な赤石山がとて

もきれいです。冬の時期には真っ白な氷瀑が見られま

す。 

私の家族は親と三人の妹がいます。私の趣味は旅行

と料理です。中学生の頃、父のアドバイスを受け、日

本の大学に留学することを決意しました。高校の頃か

ら日本語に興味を持ち、日本の化粧品に強い関心を持

ちました。また、日本の化学領域が世界トップレベル

で、日本の大学を卒業した後、日本の企業で化粧品開

発の研究者を目指しました。日本に来た感想は、まず、

安心、安全な社会のイメージが一番強かったです。ロ

ータリアンの皆様のように、外国人や異文化を受け入

れる日本人の心に感動しました。また、中国語の人性

化という言葉を使いましたが、この意味は、日本社会

はいろいろな方面から人々を中心に制度を作っていま

す。外国人にとっても日本は非常に住みやすい国だと

思います。 

最後に、日本は人材を重視し、大学で豊富な奨学金

制度があって、私もこの制度のおかげで、ロータリー

米山奨学生の一員として、素晴らしいロータリアンの

皆様とお会いできて、人生の宝物になりました。私は

この六年間で、たくさんの能力がアップできました。

現在の研究テーマは金属表面上のマルチギアシステム

の開発に向けて拡張型プロペラ配位子を有するルテニ

ウム錯体の合成です。九月末に九州大学で開催された

日本第 72 回錯体化学討論会で研究成果をポスター発

表できました。 

 

 

・奈良西RC米山奨学生 関 嵐月さん 

皆様こんにちは。奈良西RCにお世話になっており

ます関 嵐月と申します。本日の自己紹介は大きく分

けて、「私の出身地」と「私という人物」からなります。 

私の出身地は済南市、山東省の省都です。古代四大

卓 話 
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河川の一つである済水の南側に 

位置したため、済南と命名され 

ました。また、済南市には「泉 

城」という別称があり、名泉と 

呼ばれるものは72ヶ所ありま 

す。「四面荷花三面柳，一城山 

色半城湖（四面に蓮の花，三 

面に柳，一城の山色，半城の 

湖）」という漢詩が、済南の観 

光都市としての特徴を説明しています。 

次に、私という人物です。小学校の時から高校まで

中国の伝統楽器「古筝」を学んでいました。箏曲の中

で、私は特に昔から伝えてきたものが好きで、昔の曲

を聞くたび、思いを馳せて感動を受けます。また、中

高生の時から推理小説など犯罪や人間性に関するもの

が好きなため、大学では心理学部に入りました。そこ

で、犯罪心理学の授業を受け、それに対する興味がま

すます湧き、進学して犯罪心理学の勉強を深めること

を決心しました。進学先を日本にした理由は、日本と

中国は同じ東アジア文化圏に所属し、かつ日本の犯罪

心理学の研究は中国より進んでいることです。 

日本に来てから、指導教員をはじめ、出会えた方々

に恵まれています。また、専門知識を学んだだけでは

なく、実習や研究などを通して新しいことにいろいろ

挑戦しており、とても楽しく、充実した毎日を過ごし

ています。今の生活は研究を中心に送っていますが、

臨床心理士として実習やボランティア活動などもやっ

ています。 

今まで私はたくさんの方に助けて頂き、今はさらに

ロータリーに出会い、お支え頂いており、感謝の気持

ちでいっぱいです。私は日本で受けた善意を何かの形

でお返ししたいと思っています。これからは、日中の

架け橋として、国間の理解を促進し、また、専門性を

発揮して多くの方々のお役に立つよう、自分のことを

磨き、日々精進したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
１１月４日（金） 

休会 

 

１１月１１日（金）≪第１例会≫ 

情報集会発表 

担当：会員増強委員会 

 

１１月１８日（金）≪第２例会≫ 

ボジョレー例会（夜間例会） 

担当：プログラム委員会 

 

１１月２５日（金）≪第３例会≫ 

地区ロータリー財団副委員長 宮西正伸氏 

担当：ロータリー財団委員会 

 

１２月２日（金）≪第１例会≫ 

担当：公共イメージ委員会 

 

【同好会】 
書道同好会 

１０月２８日（金）・ 

１１月１１日（金）・２５日（金）・ 

１２月２日（金）・２３日（金）・ 

午後２時～ 於：４階 楓の間 

※１１月２５日のみ、橘の間 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

１１月１２日（土）≪第１例会≫ 

奈良ゾーン合同例会 

 

１１月１６日（水）≪第２例会≫ 

国際奉仕② 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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奈良県下 RC親睦ゴルフ大会 
(10月 25日（火）於：飛鳥カンツリー倶楽部) 

当クラブから 7 名が参加し、さわやかな秋晴れの中

プレーできました。シニアでは野口洋司会員が 8位、

ジュニアでは平田博也会員が 20位、また団体で7位

の結果となりました。 


