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インスピレーションになろう

PRESIDENT INFORMATION

ౖᶋஉଢ଼கர୫ 会長：山本隆一

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：山本隆一／幹事：源壽美子／SAA：山崎修一
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

君が代・四つのテスト

〈第1611回〉 2018年11月6日（火） 本年度第15回 11月13日（火）

担当：田中会員

（２ページへ続く）

ロータリー財団月間

過日ガバナー訪問の折、資料「2018-19年度 ガバナー公式
訪問　参考資料」をお配りしました。資料には2018-19年度
2660地区方針が示されており、その中にはロータリー賞の受
賞を目指すことも含まれています。ロータリー賞の受賞に必
要な条件は以下の通りです。

クラブのサポートと強化　以下のうち3項目を達成
・会員1名の純増を達成する。
・既存会員と新会員の維持率を維持または改善する。
・クラブの会員維持率を1ポイント上げる。
または
・2017-18年度のクラブの会員維持率が90％以上である場
合、これを維持する。
・女性会員1名の純増を達成する。
・少なくとも60％の会員が、My ROTARYから生年月日を入力
する。
・新しいロータリークラブのスポンサーまたは共同スポンサ
ーとなる。
・会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社

中小企業向け（税理士事務所がスタート）
コンテンツプラットフォームの構築について

担当：武市会員

歯科衛生士国家試験に循環器疾患が、
看護師国家試験には歯科関連問題が登場
講師：谷　康平　氏

会にあるビジネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築く
ために活動する。

人道的奉仕の重点化と増加　以下のうち3項目を達成
・ロータリー地域社会共同隊を提唱する。
・インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提
唱または共同提唱する。
・年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくとも
100米ドルとなる。
・奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。
・ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を
目的とした行事を開く。
・ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義あ
る社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実
施する。

公共イメージと認知度の向上　以下のうち3項目を達成
・クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、
ボランティア活動に費やした時間、募金額など）を「ロー
タリーショーケース」に投稿する。
・ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、



（１ページより）

￥13，０００.-　　　　累計　￥353，０００.-

￥16，０００.-　　　　累計　￥58，０００.-

佐 藤 会 員 ほーさん、本日の米山学友の卓話宜しくお願
いします。３０周年記念大会の際にお出で頂
いた時以来ですね。

秀 島 会 員 何さんようこそ。米山奨学会の発展を祈念しま
して。

浮 舟 会 員 出席免除させていただいている浮舟です。久
しぶりの出席です。結婚５０周年を迎えまし
た。花束有難うございました。

笛 吹 会 員 ホーさんお忙しいところ有難うございます。卓
話を楽しみにしています。

地区より
次年度　地区出向委員の立候補・推薦者の有無確認
次々年度　ガバナー補佐の立候補・推薦者の有無確認

10月30日（火） 35周年アーモンドの森打ち合わせ

11月06日（火） 理事会
第２回 ＩＭ３組　燦々会

幹事：源 壽美子幹事報告

委員長：吉羽潤司親睦委員会報告

 第３回炉辺会合を　11/30( 金 )　18:30より　
「石窯料理とクラフトビール　ロースト中之島」
大阪市北区中之島 3-2-4 中之島フェスティバルプラザ 2F
T E L　050-3461-8787
会 費　3,000 円にて開催いたします。
皆様奮ってご参加ください。

カイツブリ会を 11/20（火）　7:30より
法隆寺カントリー倶楽部
奈良県生駒郡斑鳩町三井１０５２
T E L　0745-75-2551
会 費　6,000 円にて開催いたします。
皆様奮ってご参加ください。 

「世界を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、その他
の関連資料を活用する。
・クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメ
ディアと話す機会を手配する。
・ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネッ
トワークを広げる機会を紹介する。
・企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続
または確立し、プロジェクトで協力する。
・青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。

なお、当クラブといたしましては、ロータリー賞の合否にか
かわらず、出来る事から上記項目に取り組むことに変わりは
ありません。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

￥22,000.-10月分ライトミール振替
累計：￥840,425.-

部長：吉羽潤司カイツブリ会報告

大見、木村、山本（良）、西野

清水、山本（隆）

11/3 巽、11/8 発、11/15 田中（英）、11/23 武市

11/1 笹野、小山、須田 　11/12  巽

誕生日

結婚記念日

事業所創立日

ホームクラブ10回連続賞

【26年】発 【18年】覚野 【16年】田中（英）
【13年】山本（隆）【12年】山崎

在籍年数

今月の表彰とお祝い



1983年に奈良教育大学に進学し、米山奨学生になりまし
た。その後2013年から2年間関西米山学友会会長を務めた
ことをきっかけに、世界の米山学友達を結びつける活動をし
ています。
世界米山学友は累計で19,808人（2017年7月）。出身国

は、世界125の国と地域に及びます。本年度の奨学生780名
を入れると2万名以上を超えました。私たちの共通言語は日
本語です。そして、どの国へいっても学友がいれば国境を感じ
させない親しみ感があると思います。現在米山学友の多い国
順は1.中国約6,600人、2.韓国約4,400人、3.台湾約3,500
人、 4.マレーシア約900人 、5.約ベトナム900人、 6. インド
ネシア約400人、7.バングラデシュ約300人、8.タイ約300人、
9.スリランカ約250人 10.モンゴル約250人の順です。
米山学友会がある国は、台湾、韓国、中国、タイ、ネパール、

モンゴル、スリランカ、マレーシア、ミンマー、など９ケ国の海
外学友会と国内３３ケ所の学友会、計42団体です。
１．台湾米山学友会、1985年から集まり、2002年社団法人
と認証されました。『日本人若手研究者対象奨学金制度』を実
施、現在年に4名の日本人奨学生を支援しています。
２．韓国米山学友会
韓国学友会は1989年設立、2016年韓国米山セソウル・

ロータリー衛星クラブを創立し、共同で日本人学生への奨学
金制度を立ち上げました。
３．中国米山学友会
2009年3 月28 日に北京市内で創立、現在は上海を中心

に中国国内山岳僻地の小学校へ図書、文房具の支援などの
奉仕活動を毎年実施しています。
４．タイ米山学友会
2012年３月25日にタイ、バンコクで開催されたRI 国際大

会のときに海外4 番目に創立しました。施設の子供へ寄付、
マングローブの森への植林などの奉仕活動もしています。
５．ネパール米山学友会
2013年10月19日に設立されました。2015年ネパール大

震災の復興支援は現在も中心として活動しています。
６．モンゴル米山学友会
2014年4月15にウランバートにてモンゴル米山学友会設

立。2019年7月27日第二回世界米山学友大会の開催地です。
　７．スリランカ米山学友会
スリランカ米山学友会設立総会 2016 年6 月25日に開催。

スリランカでの世界仏教大会時に多くの学友が日本語通訳
を応援しています。

卓  話
８．マレーシア米山学友会
2017年2月18日、設立パーティが開催され、台湾米山学友

会につぐ社団法人です。　
9． ミャンマー米山学友会
最も新しい、海外で9番目の米山学友会、2017年2月25日

設立総会が開催されました。
 日本語を学習する学生向けに奨学金を与える制度を設立

しています。
2017年～18年度は ロータリー米山記念奨学会設立５０

周年として世界米山学友による熊本で【感謝 in 熊本】を開催
し、記念事業として『世界米山学友会』連盟を発足させました。
2年に一回の世界大会を開催、国を超えた米山学友の活動と
世界平和への貢献を行ないます。次回世界大会は、2019年7
月27日－28日　モンゴルのウランバートルです。
大阪鶴見ロータリーの関わりある奨学生のその後

①于水　中国の大連で最大弁護士事務所の出資者として日
系企業を助け活躍中です。
②田彬彬　私は元気です。毎日娘の面倒で忙しく、いつも学友
の活動を見て羨ましい。でも、娘はもうすぐ４歳なるので、来
年から活動に参加できると思います
③黄詠翔（台北）　これは僕がスタジオで行った漫画キャラク
ターの基本レッスンの写真です、日本の専門学校で学んだこ
とを基本に頑張っています。
④潘倩儀　去年11月に転職して、一番得意分野の広告業界
に戻りました。東京生活三年目、少ししずつ慣れてきました。
上京の際は是非ご連絡ください。　
⑤ 林士弘　東京の仕事にも少しずつ慣れ、中国をはじめ欧米
への出張も増えてきました。街で大阪弁を聞くと、とても懐か
しい気持ちになります。人生の一つの大きな分岐点は、大阪で
す。皆様に感謝しております。

担当：笛吹米山委員長

世界に羽ばたく米山奨学会
講師：元米山学友会会長　何　玉翠　氏

10月30日【1610回】

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  18名

出席免除会員  10名中  5名

出 席 率 23/29   79.31%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 1名

出席総数　　　　 24名

前々回  10/2  Ｍ/Ｕ 3名

修正出席率 90.00%

担当：笹野会員



本日のロータリーソング

第25回留学生による日本語作文コンクール2018年度の
表彰式が大阪日本語教育センターで実施され、初級、中級、
上級の部合わせて143名が応募されました。

今年の入選されました13名の作文は、審査員も甲乙付け
難く頭を痛めました。
当ロータリークラブで厳選な審査の結果、13名が入選し山

本会長より賞状と副賞及び参加賞が授与されました。（2018
年10月23日）
応募頂きました多数の留学生の皆様方に御礼と感謝を申

し上げますと共に大阪日本語教育センターの先生方の指導
力にも大変敬意を表します。

又、審査員の皆様並びご多忙中表彰式に参加頂きました
当クラブの委員の皆様方には、厚くお礼申し上げます

日本語作文コンクール入選者報告

最優秀賞 「私の２番目の故郷の日本」 エイ チー 
ピュー（ミャンマー）

優 秀 賞 「日本へ来た理由」テイ シイ ミン（台湾）
「日本と中国の違うところ」　リ カ エイ（中
国）
「わたしと運動」 リン　ギョク　ショウ（台
湾）
「夢を持たない人」　カ　シヨ（中国）
「夢は何ですか」 ヴォン　ヴァイ　トン 
（マレーシア）

◆初級の部

最優秀賞 「祖母の少女心」 ゴ　セン　ギ（台湾）
優 秀 賞 「私のギャップイヤー」　アルバ ピレス ペ

レア ( スペイン )
「山に登る」　キン ソウ メイ（中国）
「笑顔の力」 トゥメンバヤル ダワー　ジャ
ルガル（モンゴル）

最優秀賞 「許しのその先に」
優 秀 賞 「私が感じるものーそして私」　オドゲレル 

アミリラン（モンゴル）
「くもりのち晴れ」 ウィン ピェ ピェ アウン
（ミャンマー）
「私の２番目の故郷の日本」 エイ チー ピュ
ー (ミャンマー )

◆中級の部

◆上級の部

委員長：巽 健一国際交流基金運営委員会報告


