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私の旅シリーズ『尾瀬』

（水）

撮影者：倉島和広会員（2019 年 10 月）
■司会進行
渡辺元貴 Ｓ.Ａ.Ａ
Ａ

◆点鐘

松岡邦佳会長
◆四つのテスト
１２時３０分
会員増強研修委員会
◆Ｒソング「それでこそ
ロータリー」
◆出席
会員４４名
出席３１名
欠席１３名
◆出席率
７３．８０％
◆前々回出席率 ７５．６０％
◆修正後出席率 ８５．３６％

大岩もえ委員長

◆欠席者【敬称略】
大澤藤満・金見和子・佐藤文夫・嶋津正和・
鈴木秀幸・田口理沙・竹内正守・塚本秀夫・
鶴岡大治・林田謙志・宮寺順子
ホームページ https://kisarazueast-rc.jp
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◆お誕生日祝い
◆ご結婚祝い

中野麻美（９/１８）
中野麻美（９/２６）

おめでとうございます

■会長挨拶・報告

松岡邦佳会長

■会長挨拶・報告

松岡邦佳会長

皆様こんにちは。
本日は来月迎える米山月間にちなんで、３月ま
で当クラブの米山奨学生の劉様に卓話をいた
だくことになっております。
本来であれば３月に終了とお祝いをすべきと
ころでしたが、コロナの関係で例会が休会とな
りそのような機会がなかったところ、本日卓話
に来ていただけたということで大変うれしく
思っております。
さて、本日は少し重たい話をしなければなりま
せん。
７月の例会のとき、２７９０地区内のグループ
の再編成が行われ、１４グループが１０グルー
プに変更になり、当グループは新しい第５グル
ープとなったこと、これまでのグループから富
津中央と富津シティが抜け、新たに市原と市原
中央と同じグループとなった旨報告しました。
このグループの再編成がグループ内の一部の
人により決定され、ガバナー補佐の選出につい
てこれまでのクラブからの推薦ではなくガバ
ナーの指名になったことそして、グループ内の
所属クラブの中からガバナー補佐が選出され
るなどこれまでとは違う試みが突如行われ、ク
ラブから大きな疑問が起きています。
そしてガバナーエレクトからは、わたしが知る
限り再編成の経緯やガバナー補佐の選出につ
いて具体的に説明することなく決まったこと
だからと言うだけで説明をしようとしていな
いように思われます。
そもそもロータリークラブは定款の変更が
クラブの意志でできないことなど民主的では
なく第二次世界大戦以前のような体制である

と感じていますが、グループの再編成というク
ラブに大きな影響が出る事項についても一部
の人で決めてしまうというおかしなことを行
っていて多くのクラブが疑問を呈しておりま
す。
当クラブにおいてはあまり話題になってい
ないところではありますが、今後地区には協力
しない、ガバナー公式訪問の受け入れを拒否す
るなどの決定をするクラブも出てくると思わ
れます。
当クラブでも何らかの意思表示をしなければ
ならないことが出てくるかもしれません。今後
会員間でも議論ができるように報告させてい
ただきます。またこの件に関しまして現在は状
況を見ているだけですがご意見やご質問、こう
すべきというお考えがございましたら私や近
藤幹事にお伝えいただければと思います。
■幹事報告

近藤直弘幹事

◇報告事項
1． 幹事報告
① 2019-20 年度 2700 地区ガバナー事務所よ
り『第 7 回日台ロータリー親善会議福島
大会』開催中止のご案内が届いておりま
すので回覧致します。
② 国際ロータリー第 2790 地区より『グルー
プ再編成について』のご案内が届いてお
りますので回覧致します。
2.他クラブからのお知らせ
① 木更津ＲＣ・袖ヶ浦ＲＣ・富津中央ＲＣ
より『例会変更・休会のおしらせ』が届
いておりますので回覧致します。
② 新千葉ＲＣ・上総ＲＣより『週報』が届
いておりますので回覧致します。
3.その他のお知らせ
特になし
4.回覧
・
『第 7 回日台ロータリー親善会議福島大
会』開催中止のご案内
・国際ロータリー第 2790 地区『グループ再
編成について』のご案内
・木更津ＲＣ・袖ヶ浦ＲＣ・富津中央ＲＣ
より『例会変更・休会のおしらせ』
・新千葉ＲＣ・上総ＲＣより『週報』

『米山奨学生を終えて（振り返って）！』

■委員会報告
◆ニコニコボックス
出席・ニコニコ・報告委員会 石井文子会員

◇中野麻美会員
・ロータリークラブに入って初めてのお誕生
日祝いありがとうございます。これから少
しでも皆様のお役に立てるように頑張り
ます。
・朝から家にお花が届きとてもうれしかった
です。すてきなクラブに入ったと周りの友
達にも言われました。まだ何もわからず会
員ですが、これからもよろしくお願いしま
す。
◇小林裕治・小林千晃会員
結婚祝いをありがとうございました。８月に
頂いたお花でしたが、我が家の嵯峨御流師範
代のおかげで長持ちしました。
◇倉島和広会員
本日は久しぶりにリュウさんに卓話をお願
いしました。８ヶ月ぶり？だそうです。よろ
しくお願いします。また米山さんの寄付もご
協力お願いします。
◇吉田和義会員
リュウさん、ディスカッションを楽しみにし
ております。
◆グループ再編の補足

山田修平委員長

グループ再編に関して
地区内で相当大騒ぎし
ていますが、ガバナー
が相当苦労しています。
どうぞご理解下さい。
■例会アワー
◇司会
倉島和広委員長
◇卓話
米山記念奨学会委員会

劉偉様

あっという間に１年間がすぎました。
大澤さんとはじめて会ったのは２０１９年４
月のオリエンテーションの時でした。その後、
２０１９年５月にはじめて木更津東ロータリ
ーの例会に参加させて頂きました。
最初はとても緊張していて、どこに座ればい
いか、誰と何を話せばいいか、どうやって挨拶
をしたら良いか分かりませんでした。
ですが、皆様が暖かく挨拶してくださり緊張感
もどんどん無くなり短時間ですぐ慣れること
ができました。最初は皆様の前で発表するのが
怖く言い間違えたらどうしようなど沢山心配
しましたが、皆様の優しさで毎回の例会に行く
のが楽しみでした。
今年はコロナのため２月５日の例会を参加
した後、約８カ月皆様と会うことができません
でしたが、今日もう一度木更津東ロータリーク
ラブに戻り皆様と会った時には緊張感より安
心感の方が多く「ただいま」と言う気持ちでし
た。２月の例会が最後になると思っていたので
とても悲しかったのですが、今日皆様とまたお
会いすることができて嬉しく思います。
ロ ータ リー 米山 記念奨 学会 は私 にとって
人々との人脈を広げる事、色々な分野で活躍し
ている方々とのネットワークを強くし、私の生
活、未来の道をもっと明るくしてくれました。
皆様のご支援のおかげで 今年３月は無事に
修士課程を修了して博士課程に進学致しまし
た。
研究は修士の時の研究に続いてアレルギー性
鼻炎の研究を行っております。
今年は今までで一番忙しかった年だったと思
います。２０２０年 4 月 7 日 緊急事態宣言
が 発表されましたが、学友会の活動は３月か
ら全部オンラインか、キャンセルになりました。
これは緊急事態宣言前の留学生代表として会
議に参加する時の写真ですが、
マスクはどこに行っても買えない状態で、先生
と相談しました。
その後、マスク、消毒液など必要な人はオンラ
インで申請して配る形になりましたが、千葉大
学では４００人以上が申請してくださり、マス
クなどの荷物は私が住んでいる家に届いて困
った覚えがあります。配布する際、大学近くの
中華料理屋を貸し切り、学友会の幹部たちと協
力し合いながら４００人分の健康セットを作
りましたが、人が足りなくて大変でした。また、
人が一気に集まるのを防ぐために一人一人の
時間を決めて１時間に３０ー４０人程度がく
るようにしました。
ですが、決まった時間に行けない、用事があっ
て行けないという人も沢山いて、それも調節し
なければならなかったので、２日に分けて配り
ました。健康セットの中身はマスク、除菌ティ
ッシュなどがありました。中国の政府から送っ
てもらったマスクです。
これを学友会の幹部たちと会議して、大学に寄
付することにしました。
また、量はそんなに多くないですが、ロータリ
ーから学んだ奉仕精神で、日本社会にも恩返し
したく、一般市民の方にも自由に取ってもらえ
るようにお店の前に置きました。どこに行って
も私はロータリアンのように奉仕をできるよ
うな人になりたいです。
最後になりますが、最近２泊３日で、学友会の
メンバーと軽井沢に旅行に行って来ました。

ディカッション要旨

１、他クラブに卓話に行かれたと思いますが、クラブの雰囲気は木更津東に比べていかがでしたか？
⇒皆さん暖かく迎えてくれます。違うのは、木更津東ＲＣは食事の後に例会をやりますが、勝浦Ｒ
Ｃは初めの３０分は食事をしながら話を聞いている感じです。
２、君津から千葉市へ引っ越したそうですが、一人暮らしであれば生活はいかがですか？
⇒学校が近いので朝が楽になりましたが、不規則な食生活で夜中にから揚げを食べたりして太って
しまいました。
実験は１日１０時間やっています。先生の指導の元、動物相手に臨床実験をやっています。
３、留学生に対するコロナの影響は？帰国して来日出来なくなった、あるいは来日予定がキャンセルに
なったとかありますか？
⇒３月から日本が入国禁止になり、９０％の学生が戻れていません。１０月から入国出来るように
なりますが飛行機のチケットがかなり高くなってしまいます。入国出来ない学生は、オンライン
でやっている人がいます。
学生の中では卒業が延期になるか、休学するか検討している人がいるようです。
また、日本は就職難になり、今まで以上に卒業して中国で就職する人が増えそうです。
４、他の留学生に米山奨学生になることを勧めたいですか？
⇒是非勧めたいです。検討している学生によく聞かれるので、人脈が出来たりとか凄く良いと勧め
ています。
５、米山奨学生制度の改善点はありますか？
⇒本部から強制参加のように言われて、スケジュール調整が難しいと感じる時がありました。
中国大使館の中でも米山奨学生は一目置かれていることが分かりよかったです。
しかしながら千葉大の留学生１４００人中、１１００人が国外から戻れないでいることは衝撃でし
た。
劉さんがロータリーの奉仕の精神を忘れずに、マスク等の配布活動を行ってくれたことなど、前年
度米山委員長としては非常に嬉しく思いました。

◆点鐘

松岡邦佳会長 １３時３０分
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