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例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM12：30 布施 富将 会長

司会進行（SAA）
：宮舘 順治 君
ロータリーソング：
「国歌」
「四つのテスト」

皆さんこんにちは。本日のお客様
をご紹介いたします。塚原初男パス
トガバナーです。今月は、職業奉仕・
米山の月間になっておりますので地
区職業奉仕委員会カウンセラーの塚
原パストガバナーより卓話をいただ
きます。宜しくお願いいたします。
9月27日の日帰り旅行と職場訪問
例会は震災の被害状況や復興の町の
ようすなどを「みらいサポート石巻」
で語り部の方からお話いただきました。その後、世界遺産
平泉中尊寺を参拝して皆さんで楽しいひとときを過ごして
まいりました。
10月に入りましたが、移動例会が続きます。来週は中

津クラブより4名の方が来形なりますので亀松閣での例会
です。第3週は秋のいも煮例会、24・25日は地区大会で
す。本年度は金・土曜日開催になりますが、多くの会員の
ご参加をお願い申し上げます。
さて、10月は神無月と言われておりますのは、皆様ご
存知と思いますが全国の八百神様が出雲の国に出掛けて留
守になると言われておりますが、出雲の方では宮司の結婚
式もあり、大変にぎわっているとのことで大変結構なこと
と思いますが、伊勢神宮と出雲大社同時の遷宮の時は、世
の中の転換期になっているとも言われています。何百年
に何回かあったようで私の知る限り、徳川が天下をとっ
た時又、明治維新の時もそうだったようです。これから
も注意しながら日本の変革を見ていきたいと思います。
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１．9月27日の日帰り旅行と職場訪問例会ご参加ありがとうございまし
た。
２．本日、BOXに職業ガイドが入っております。確認お願いいたします。
３．11月の移動例会宜しくお願いいたします。
４．本日、例会終了後理事会を行います。理事の方は暫時お残り下さい。
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10月の会員誕生日は、髙梨英吉君
髙梨英吉君、
、菊地賀治君
の2名です。

10月のテーマ

本日の一言

「長崎国体（ソフトテニス）の
応援に行ってきます。」

長沢

一好君

正耕君
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石山

祐介 君

高梨 英吉君 誕生祝いをしていただき、ありがとうございます。
武田 秀則君 先日、小学校の子供たちから寄付をいただきました。
三沢
寛君 妻の誕生祝いに花をいただき、ありがとうございました。
大久保章宏君 10月は、米山月間です。よろしくお願いいたします。
伊藤
誠君 職業ガイドブックができました。
寺﨑 和彦君 結婚記念日のプレゼントありがとうございました。
布施 富将君 塚原パストガバナー
塚原パストガバナー、本日はよろしくお願いいたします。
武田 和夫君 本日の卓話よろしくお願いいたします。
塚原 初男パストガバナー
本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。

◇10 月の記念日◇
会員誕生日
結婚記念日

「スポーツの秋
スポーツに関することは ?」

金森

10月13日中津ロータリークラブから4名の方が来形なされます。13日
に三津屋さんで新そばを食べて頂き、14日は亀松閣で移動例会を行いま
す。ご参加宜しくお願いいたします。
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月間卓話

「ロータリー米山記念奨学事業」
について
塚原

初男パストガバナー（鶴岡RC）

（2800地区職業奉仕委員会 カウンセラー）

只今ご紹介にあずかりました、塚原です。

田和夫パストガバナーが常務理事にご着任されました

山形南RCへは私が担当したガバナー年度の公式訪

ことをご報告いたします。

問以来になりますが、実は私の家内が中津出身であり

これからも、外国から来る奨学生に日本人のいいと

まして、中津RCと姉妹クラブの山形南RCには親近

ころを吸収してもらい、国際親善の橋渡しの役をして

感がございます。

いきたいと思います。

この度、山形南RCの武田和夫パストガバナーと大

本日はご清聴ありがとうございました。

久保章宏ガバナー補佐より米山記念奨学会の話をして
ほしいとの依頼を受け、私自身4年半にわたり3名の
奨学生のカウンセラーをした経験を振り返り、スライ
ドを交えて30分間お話をさせていただきます。

ロータリー米山豆辞典を
見て下さい。

「ロータリー米山記念奨学事業とは？」
（ロータリー米山記念奨学事業

豆知識 P5・6参照）

「どんな成果か？」

（ロータリー米山記念奨学事業 豆知識 P17・18参照）

「学友会とは？」

（ロータリー米山記念奨学事業 豆知識 P19〜21参照）

「寄付は？」

（ロータリー米山記念奨学事業 豆知識 P7参照）

「税制優遇」

（ロータリー米山記念奨学事業 豆知識 P11・12参照）

米山奨学生出身の中国で法律事務所をしている姫軍
さんのお話をご紹介いたします。
2012年に中国で強い反日運動が行われた時のお
話です。
「日本人の店をつぶせ、日本の物を買うな、日本の
車を走らせるな」といった日本人にとってその身と財
産の危険が迫っていた時、「もし危険を感じたらこの
ホットラインに連絡を」という通知を出しました。こ
のような通知を出せば、自分の事務所がつぶされるか
もしれないというのに「正しいことだからやろう」と
いう気持ちで強いメッセージを出しました。
中国人の中にもこのような人がいることを覚えてい
てください。
最後に先日行われた役員人事で山形南RC所属の武
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