
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2週間ぶりの例会です。 

コロナ感染の危険をできる限り回避したいと思いま
す。皆さん会場に入る前に「手洗い・消毒」をお願い
いたします。 

さて前回は、関口年度を支える各委員長の力強い方
針をお伺いしました。そして後半もまじか、思わぬ展
開となりました。あの席での発言に対して、思わず熱
くなった自分が情けないです。会費の件の減額手続き
/この手続きの段取りが悪い/理事会独自判断で会費を
下げた。しかも、報告もない…ご指導・クレームをい
ただきました。クラブ会計「お金が絡むことは、クラ
ブ運営に影響を及ぼす可能性があり…」この先のクラ
ブ運営を思っての発言ととらえます。 

ご指導ありがとうございます。言いたいことはありま
すが、「寛容と思いやり」和の心でこの先お願いいたし
ます。思いもよらないあの場での発言・例会でした。 
そして本日ですが、地区・セミナーが行われてござ

いません。近藤(陽)プログラム委員長、やりくり・そし
て成田財団委員長・小林会員、本日はありがとうござ
います。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて前回は、いただきます・ご馳走様…食事の感謝
の言葉についてお話ししました。今日はＴＶからの話
ですが、「人生最後の食事」のお話です。 

人生最後の食事として、ガン患者の男性が登場して
いました。その方は末期の食道ガンで、ほとんど食べ
ることができない状態でした。腸から直接栄養をとる、
腸ろうを付けていますが、口から食べることにこだわ
っていました。闘病生活を支えてくれる奥さんに、食
べている姿を見せてあげたいと大好きなすき焼きを
所望しました。今まで病に襲われ、ゆっくりと好きな
鍋を囲む時間を持つことができませんでした。それで、 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べられなくても、鍋を囲んで久しぶりの夫婦の時間
を持ちたいと、すき焼きを希望なさったのでした。結
局、この方が食べられたのは豆腐一口だけでした。そ
の後、お亡くなりになられました。 

食という字を分解すると…人を良くする、と書きま
す。食は腹ふさぎの食ではありません。食の力が人の
心を向上させ、癒すことができます。 

ヒデとロザンナ・・・ご存じでしょうか？日本人男
性歌手ヒデとイタリアの少女ロザンナ・２人組歌手で
す。結婚しました 1990 年、ヒデが４７歳、ロザンナ
が３９歳、ヒデは結腸がんで亡くなられました。その
時、ベッドで最後にロザンナの作ったスパゲテイが食
べたいと所望しました。ロザンナが作ってあげたら、
１本だけすすって「おいしい」と言って亡くなられた
そうです。 

食べるという営みは、単に栄養を摂取するだけでは
ありません。 

 

食が人と人をつなぎます。 

食が過去と現在をつなぎます。 

食が未来を生きる希望にもつながっていきます。 

コロナ時代の新生活スタイルですか 

食事の仕方も見直すことを迫られました。 

外出や営業の自粛で飲食店は大打撃を受けました。 

早く元の生活に戻っていただきたいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 208８回 2020年 7月 22日（水）☁ 

 総会員数 計算対象数 出席会員数 今回出席率 メイクアップ 修正出席率 

30名 30名 20名 66.67％ 0名 7/8 76.67％ 
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財団委員長 成田会員 
 

米山奨学金について 

 

将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社
会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材
を育成することです。これはロータリーの目指す“平
和と国際理解の推進”そのものです。 

この事業は 1952 年東京ロータリークラブが発表し
た「米山基金」に始まります。2019学年度の奨学生数
は 868 人、事業費は 14 億 44 万円と外国人留学生を
対象とする民間奨学金では国内最大規模です。これま
での累計奨学生数は 21,023人（2019年 7月現在）そ
の出身国は 129の国と地域に及びます。 

 

月額 10万 学部      修士・博士 14万 

最長 2年間 

2780地区   2019年 28名 2020年 30名 

 
国連事務次長 中満 泉さんについて 
 

厚木ロータリークラブより財団奨学金を受け 1987 年
のアメリカジョージタウン大学の大学院に進学した。 
国連難民高等弁務官事務所 ＵＮＨＣＲ に入所。 

緒方貞子さんの後継者として活躍。  

2018年に東京で財団学友が集まる大会があった時、
10 名近くのＵＮＨＣＲで働いて世界各地の紛争地で
活躍している人達が集まる会がありました。この会に
はＲＩ会長も招かれて行われ盛大に行われました。 

2019年には上岡敏之さん、現 新日本フィル音楽監
督の方を囲む集いもありました。この方も財団奨学金
を得てドイツへ留学しドイツで音楽の指揮者になっ
た方で、好きな音楽ということでモーツアルト ピア
ノ協奏曲第 23番の第 2楽章を弾いてくれました。 

財団のお金はこのような奨学生を育み有効に活用
されている様子を見ると励みになります。 

青少年交換にも多くの基金が使われている事と新地
区補助金や大型プロジェクトにはグローバル補助金
としても活用されております。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小林会員 
落語をご披露くださいました 

 
 
 
 

●2780地区より● 

＊米山奨学生オリエンテーションについて 

 7 月 19 日(日)に開催されましたオリエンテー
ションは例年のクリーンキャンペーンを行わ
ず、学友会主催ＢＢＱ懇親会とし、十分な注意
を払い３密を避けての開催となりました。 

 

＊「ロータリーカード」についてのお知らせ 

  こちらの概要はビデオニュースとなります。
ご興味のある方は閲覧リンクからご確認く
ださい。 

閲覧リンク：https://vimeo.com/438064815  

 

●国際ロータリーより● 

＊人頭分担金請求  

$35.5㌦×30名＝＄1,065㌦  

7月のレート＝107円 ￥113,955円 

 

●平塚市少年サッカー協会より● 

＊今年度サッカー大会について 

例年のサッカー大会は開催できない見込みで
すが、例年作成しているＴシャツについては作
成し、最終学年の選手に渡してあげたいと思い
ますのでご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

＊ガバナー月信 第 1号 

＊R財団ハンドブック(成田会員・小玉会員) 

＊東海道本通り線等景観整備についてのお知らせ 

 

 

 

 

 

 ◆関口会長◆ 

地区セミナーが開催されていません。 

近藤(陽)プログラム委員長ご心労おかけします。 
成田財団委員長・小林会員、本日はご協力あり

◆ ス マ イ ル ◆ 

◆ 幹 事 報 告 ◆ 

◆ 受 理 ◆ 

◆ 成田会員小林会員卓話 ◆ 



がとうございます。後程宜しくお願いします。 
村山正和様、本日はようこそお出かけください
ました。 

前回は各委員長様の力強い方針を頂きました。
大変心強く思いました。おまけに細かいご指導
もいただきました。ありがとうございます。 

この先は、「寛容と思いやり 和の心で見守り」
ご指導ください。 

本日、近藤直樹会員より消毒液とマスクの提供
を頂きました。ありがとうございます。 

 ◆山田会員◆ 

本日の会員卓話、成田さん、小林さん楽しみに
していました。 

先日、蓼科のホテルでチェックインの担当者が
偶然、平野さんのお孫さんでした。お世話にな
りました。 

◆平野会員◆ 

本日の卓話、成田会員、小林会員よろしくお
願いします。 

蒸し暑い日が続きますが、3密に気を付けて乗
り切りましょう。  

◆成田会員◆ 

 関口年度財団担当理事を拝命した成田です。 

本日皆様に財団のお話をさせていただきます。 

 JA湘南神田支所長、村山正和様、ようこそお越

しいただきました。 

◆近藤(直)会員◆ 

 村山正和様、本日はお越しいただきありがとう

ございます。 

成田財団委員長、小林会員、本日は宜しくお願

いします。 

◆大畑会員・久保田会員・荒井会員・近藤(陽)会
員・小泉会員・佐藤会員・伊藤会員・齋藤会員・
小網会員・長谷川会員◆ 

村山正和様、ようこそお越しくださいました。 

本日の卓話、成田会員、小林会員、宜しくお願い
します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 次 回 例 会 ◆ 

 8 月 5 日(水)  

村尾会員卓話 


