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ゲスト

米山奨学生　朱　美善	様（韓国）

　

君が代
ロータリーの綱領　遠藤会長
－今月はスマイルボックス理解協力月間です－

◎ＳＡＡより米山奨学生へ歓迎
の挨拶－丹野ＳＡＡ
◎会長報告－遠藤会長

　皆様、今日は。最初
にお客様のご紹介を致
します。毎月第 2例会日に出席して
戴くことになりました韓国からの留
学生朱美善（ジュ・ミソン）さんです。
ソウル近郊より 2008 年から留学され

ております。今年から米山奨学生として私達のクラブ
でお預りすることになりました。カウンセラーは前会
長の髙木孝道会員にお願いしました。2年間宜しくお
願いします。後程、ご本人朱美善さんよりご挨拶があ
ろうかと思います。今月は風薫る新緑が美しい 5月の
はずですが、今日も嵐のような寒い日になりました。
連休は行楽地と高速道路の混雑ばかりが目立ち騒々し
い連休だったように思います。そして、いよいよワー
ルドカップが始まります。5月 10 日（月）に岡田監
督から23人のメンバーの発表がありました。意外だっ
たのは第 3のゴールキーパーに川口能活選手が選ばれ
たことです。しかし、川口選手は 4大会連続出場の実
力と精神面の支えになることを期待しての人選だと思
います。メンバー選出について評論家達が色々な意見
を言っていますが、妥当な人選だと落ち着いています。
開催地の南アフリカはアルゼンチンに次いで 2回目の
南半球での大会になります。気候は北と南の入れ替り
で逆になり、会場も殆んどが 1,000m以上の高地にあ
ります。ヨハネスブルグは 1,753mで空気が薄く、ボー
ルが遠くへ速く飛ぶようです。日本のこれまでの成績
は 1998 年フランス大会に出場し予選で 3敗、その時
の監督が岡田さんでした。2002 年は日韓共同開催の
大会でベスト 16 まで進出しました。2006 年はドイツ

大会で 2敗 1分で決勝進出を逃しました。日本の目
標はベスト 4入りですが、最近の対外試合は負け続
きで本番が心配です。予選グループは、カメルーン、
オランダ、デンマークと日本よりランクが上の強い
国で、予選を突破するのも容易なことではないと思
います。世界中が熱狂する大会ですので、この時ば
かりは日本を応援して行きたいと思います。
◎米山奨学生紹介－髙木カウンセラー

　韓国からいらした米山奨学生朱
美善さんを紹介します。1989 年 5
月 11 日生まれの 20 歳です。現在
東日本国際大学の 3 年生で経済情
報学部です。朱さんは日本語が上手
で私も助かりました。朱さんは大学

の出席率も良く、真面目で明るく協調性のある優秀
な生徒さんです。卒業後もいわきに就職する予定の
ようです。ロータリー活動に今後は参加して戴き、
より交流を深めて欲しいと思っています。
◎米山奨学生挨拶
　　　米山奨学生　朱　美善さん
　皆さん、今日は。私は、東日本国
際大学 3年生の朱美善と申します。
これから 2年間宜しくお願い致しま
す。出身は韓国ソウルから 1時間程のスーウォンで
す。両親はスーウォンに住んでいます。姉は 6つ年
上でカナダに留学中です。卒業後は日本に就職した
いので、言葉を勉強し視野を広げたいと思います。
皆さん宜しくお願い致します。
◎米山奨学生　朱　美善さんへ奨学金－遠藤会長
　朱美善さんへ奨学金をお渡し致します。有効に使っ
て下さい。毎月朱さんと会えるのを楽しみにしてお
ります。

◎幹事報告－佐藤政司幹事
・口と足で描く芸術協会より暑中見舞ハガキといきい
き力作選の購入案内が届いております。是非、ご購
入下さい。
・来月 6月 6 日会長杯ゴルフ大会がありますので宜し
くお願いします。
・来週の例会は早朝例会です。朝 6時 30 分鮫川河川
敷に集合、終了後ミドリに移動して食事になります。
・本日例会終了後、理事会があります。
◎次年度事業計画書について
　　　　　　	－鈴木雅之副幹事
　佐藤幹事の肩の荷が軽くなって来た
分私の肩にズッシリ重い物が乗って参
りました。前回の例会でも話しました
が、各会員の名簿を作成しましたので目を通して戴
き、訂正部分がありましたら修正して下さい。宜し
くお願いします。
◎各委員会報告
◇出席委員会－児玉小委員長
　本日の出席状況は前頁下記の通りで
す。なお、今月の出席奨励賞をお渡し
致します。神白信一会員前の方へどう
ぞ。おめでとうございます。
◇スマイルボックス委員会
　　　　　　　－川口小委員長

・米山奨学生朱美善さ
んを歓迎して。
髙木、富岡、関根、矢吹、小熊、
押田、後藤、鈴村、児玉、荒川、
渡邉（公）、金成、渡辺（勉）、鈴木（雅）、

釣巻、峯口、川口各会員及び遠藤会長、赤津副会長、
鈴木（修）会長エレクト
・誕生祝いありがとうございました。　　　矢吹会員
・出席奨励賞ありがとうございました。　　神白会員
・前回例会欠席ごめんなさい。　　　　　　小熊会員
・5月 5 日の歩行者天国晴天に恵まれ大成功裡に終り
ました。ありがとうございました。

佐藤（次）会員及び鈴木（修）会長エレクト
◇親睦活動委員会－佐藤次男委員
　親睦活動委員会より今月の誕生者へ誕生祝を差し
上げます。矢吹親睦委員長、前の方へどうぞ。おめ
でとうございます。それから皆様にＦＡＸを送信し
てありますが、遠藤年度の最後の事業、会長杯チャ
リティーゴルフコンペが 6 月 6 日に開催予定です。
場所は湯本スプリングスカントリーです。終了後に
夜の表彰式も金成会員の所で行いますので、夜だけ
の参加も歓迎です。宜しくお願いします。

◇早朝例会の案内－矢代社会奉仕委員長
　来週 19 日は早朝例会の予定になっ
ています。朝 6時 30 分に澄んだ空気
の鮫川河川敷公園に集合し、土手に
蒔いたからし菜を見ながらゴミ拾い
を行いたいと思います。終りました
ら、7時 30 分からミドリで朝食を食

べて解散になります。当日の手袋やゴミ袋は当クラ
ブ会員いわき緑化の佐藤次男社長のご好意で用意し
て戴きました。皆さん宜しくお願いします。
◎ロータリーの友紹介－関根雑誌広報小委員長

　4月は何かと忙しくロータリーの友
の紹介が出来ませんでしたので、今
日は 4 月号と 5 月号を一緒に紹介致
します。まず、ロータリーの友を発
行している国は世界で 31 ヶ国、発
行部数が 1 番多いのはアメリカで

50 万部、次いで日本が 10 万部、そしてインドが
79,700 万部です。発行回数は日本を含め月刊なのが
10 ヶ国、隔月刊が 13 ヶ国、11 回 4 ヶ国、10 回 8 回、
7回と季刊発行が各 1ヶ国です。頁数を調べると一番
多いのは 104 頁で台湾と韓国です。次いで 100 頁が
ドイツ、84 頁がイタリア、日本は 80 頁でした。ジョ
ン・ケニーＲＩ会長はロータリーの友について、「私
がどれほど各地を回り、幾度となく人々に話しか
け、私のメッセージを各クラブや地区に届ける努力
を重ねたとしても、この頁に 400 語のメッセージを
載せるにまさる特典はありません。」と話されてい
ます。決まりごともあって毎年 7月号の表紙にＲＩ
会長の写真を載せることが義務付けられており、同
じ写真が世界中のすべてのロータリーの友の表紙を
飾っています。4月号の縦組には「江戸時代を支えた
日本人の心」と題し徳川宗家第 18 代当主徳川恒孝さ
んの話が出ています。永く続いた戦乱の時代から江
戸時代と呼ばれる平和な社会が出発した 1600 年代は
リサイクルと高い教育水準の時代です。排泄物の利
用でリサイクルを行い、寺小屋や手習所等は日本中
に 4万ヶ所もあったと言われています。続いて 5月
号ですが、災害救援の特集を掲載しています。ロー
タリーが災害復興に大きく貢献していることが詳し
く出ています。隣の第 2820 地区茨城県の会員がライ
ラのセミナー準備でたまたまフィリピンマニラに滞
在中、台風で洪水に襲われ、一番足りないのは飲料
水だと第 2820 地区に連絡を入れると、急遽 18 万円
が集められ、マニラのロータリークラブに送られま
した。そのいち速い対応にフィリピンで感謝された
という報告が掲載されています。是非お読み下さい。

　5 月 12 日例会終了後、理事会を開催し

下記を審議致しました。

◦新入会員の件ついて　

理 事 会 報 告


