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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

三浦 信一 様 RI 第 2510 地区 米山記念奨学・

学友委員会 委員（札幌清田 RC） 

ヒルダ・アマリア 様 米山奨学生 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

皆さんこんにちは。先週は来年３月に予定しております

防災講話事業の概要説明を高木実行委員長にして貰

いました。皆さんご存知のように 2011 年３月に東日本

大震災が起こりました。

羽生会長年度で、東日

本大震災復興事業「絆

で結ぶあったか❤千歳」を

実施されております。それ

以降毎年のように支援な

どの事業を実施されてお

ります。出来れば、それぞれの事業を各パスト会長さんに

語って頂き、懐かしく思われる先輩方もおられると思いま

すし、最近入会のメンバーに認識して頂いて、防災講話

事業をより盛り上がる事業にして頂きたいと思います。只、

例会プログラムも埋まってる状況ではありますから実施出

来るか未定ですが、直前でお願いするかもしれません。そ

の時は宜しくお願いします。 

さて、本日は米山奨学生のヒルダ・アマリアさんの卓話で

す。私自身も米山奨学生のことを全て理解出来てない

と思うので、今日のこの機会に勉強させて頂きたいと思い

ます。 

また、明日はその防災講話事業の打ち合わせで高木実

行委員長と松坂友好クラブ委員長が岩沼にお邪魔して

打ち合わせして参ります。 

更に、今週末 14～15 日に 15 人で函館に行って来ま

す。笹谷幹事と坂井会員と私は昼から研修で他の皆さ

んはゴルフをして、15 日に地区大会に参加して参ります。

秋の函館を満喫して来たいと思います。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 10月ガバナー月信（回覧） 

 RI第 2510地区ローターアクト「第 45回地区協議

会」出席に対しお礼状が届いています。四方会長、

臼田委員長が出席しました。 

 RI 第 2510 地区 小山司ガバナーエレクト事務所

開設のお知らせ 

 千歳青少年市民会議 顕彰セレモニーのご案内 

 事務局臨時休業について 

メールでもご案内しておりましたが、上野さんが先月か

ら今月末日までお休みさせていただくというご案内をい

たしました。何か連絡など必要なことがありましたら、

私までご連絡ください。調べてご返答することになると

思いますが、よろしくお願いいたします。会報など若干

遅れるものが出てくるかと思いますのでご了承いただけ

ればと思います。 

○ 休業期間 10月 10日（火）～10月 31日（火） 

 

 各委員会連絡・報告   

ロータリー財団委員会 担当理事 髙木 昌人 

こんにちは。アマリアさん、スラマッ シアン。（こんにちは） 

ロータリー財団委員会よりお知らせです。ロータリー財団

委員会は先月ご逝去され

た齊藤博司会員が委員長

を務められておりまして、その

委員長代理を私が務めさせ

ていただくことになりました。

11月 7日夜間例会は、齊

藤会員が準備されていたであろう例会であります。活動

方針を拝見させていただいた上で、齊藤会員がどのよう

例会出席状況（2017 年 10 月 10 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 25名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（3）名 

出席率 59.52 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 10 月 3 日） 

確定出席率（MU 含む） 100.00 ％ 
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な例会をするか推測するしかないのですが、私なりに考え

させていただき会長幹事と相談して、齊藤会員が今年

地区に出向されている地区財団奨学金委員会 委員

長 出村知佳子様（札幌北 RC）をお招きします。これは

田口会員にお取次ぎをしていただき、快く引き受けてい

ただけました。昨今のロータリー財団の説明と更には齊藤

会員の地区でのご活躍をお話ししていただく事になってい

ます。齊藤会員も 11月 7日は多くの方にご出席いただ

ければとお考えになっていたと思いますので、何とかご調

整の上、ご出席いただければと思います。宜しくお願いし

ます。 

 

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

相変わらず私共のクラブの会員が活躍されておられます。

10 月 6 日千歳民放に山口康弘さんが自民党千歳支

部に要望書を提出されてい

ます。市民スキー場などの整

備を求めますという内容で

す。10月 7日、入口博美さ

んが千歳市商店街組合連

合会でまちゼミを来月開催し

ますという内容です。先月も発表しましましたが、羽生有

三さんの㈱メディアコム他 13 企業が千歳市とがん予防

啓発で連携しました、という事が「ちゃんと」に載っていまし

た。たぶん奥様の写真だと思います。以上です。 

 

直前会長 関根 悟 

昨年度の活動についてご報告させていただきます。まず、

アカ族の支援に対し皆さんご

協力いただきまして有難うご

ざいました。9月 16日発送

が終わっており、船便で 1 ヶ

月ぐらいかかるという事です。

10月半ばには到着するので

はないかと思っております。また、桜プロジェクトの件に関

しまして、市民サポートの会が千歳市から善行表彰をい

ただいております。また我がクラブも、防災テントの寄付、

千歳市奨学基金の寄付に伴って、善行表彰をいただい

ております。そして最後に、RI会長賞を 10年連続で無

事受けることが出来るという通知をいただきました。皆さ

ん本当に有難うございました。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

地区 米山記念奨学委員会 三浦信一様よりニコニコ

BOX を頂戴しました。三浦様、有難うございました。 

持ち馬が勝利！RI 会長賞受賞！千歳に自宅建設！

ゴルフでドラコン獲得！卓話講師に感謝！起業塾で講

演！など多くの方にニコニコしていただきました!(^^)! 

岩室秀則会員、大下和志会員、関根 悟会員、齊藤

妙子会員、四方信次会員、田口 廣会員、岩下 誠

会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「米山奨学生の報告」 

担当/米山記念奨学委員会 委員長 田口 廣 

本日は米山委員会としての担当例会です。本来であれ

ば、地区米山記念奨学委員会 大石委員長が来る予

定でしたが、スケジュールの都合で札幌清田 RC の三浦

さんが駆け付けてくれました。三浦さんは司法書士で

1960年生まれ、2013年に札幌清田 RCへ入会され

2016-2017 年度に会長をされています。同時にインド

ネシア国籍のヒルダ・アマリアさんが奨学生という事で来て

くださいました。現在、札幌大学 3年生で北大でも受講

されています。専攻は現代政治と国際関係で将来は外

交官になりたいという希望を持っておられます。趣味は野

外活動。特にサイクリングや登山などをしているそうです。

本日のニコニコ BOX 合計額 21,000円 

今年度 累計額 288,000円 
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母国に帰りますとスキューバ、サーフィンなどをやっているそ

うです。 

当クラブでは米山奨学生について、私もなったばかりでわ

からない部分がありまして、本当であれば故 齊藤会員

からもいろいろ聞きたかったのですが、亡くなられてしまい、

大変申し訳ありませんが、今日はじっくり、ゆっくり、いろい

ろと教えていただければと思っております。それでは、早速

三浦委員からお願いします。 

 

RI第 2510地区米山記念奨学・学友委員会 委員 

三浦 信一 様（札幌清田 RC） 

委員会名が長いので米山委員会と通称させていただき

ます。委員会名が長くなったのは、現役の米山奨学生に

関して担当しているのが米山記念奨学委員会、そして

奨学生が終わって学友になった方の委員会が別にあった

のですが、昨年度から組織変更がありまして一緒の委員

会になりました。留学生に関わるロータリークラブの委員

会は多々ありますが、こちらのクラブに所属され先日ご逝

去された齊藤様が担当されていた学友委員会は、私の

理解では、日本から外国に行った留学生の人達（日本

人）、そして外国から日本に来た留学生の減益と留学

が終わった方々の集まりの委員会を学友委員会と称し

ています。米山委員会は、外国からの留学生ですが齊

藤さんのいらっしゃった学友委員会とは別の系統の留学

生と考えてもらえればと思います。目指すところはおなじ

であります。 

皆様方のお蔭をもちまして米山奨学会は今年、法人化

して 50 周年を迎えることが出来ました。米山奨学生と

委員会は 1952 年当時まで遡ることが出来ます。戦争

直後であり隣の半島では、戦争真最中であり、何か国

際的に平和をつくるためには人との交流が必要だと始ま

ったのが米山奨学制度と聞いております。米山奨学生の

活動は、皆様方からの寄付で賄っております。 

── このほか寄付の種類、選抜方法など米山奨学生

についてご説明いただきました。 

 

米山奨学生 ヒルダ・アマリア 様 

皆様こんにちは。私はロータリーに選ばれる前は、日々生

活費を稼ぐためにアルバイトを掛け持ちして勉強していま

した。大学からロータリー奨学生を募集するのを見て応

募し選ばれたときはとても嬉しく光栄に思いました。日本

に来る前に日本に関心を持ったきっかけは、インドネシア

でNHKの政治の会議の番組を見たことです。議員や大

臣が会議をしていろいろな話をしていました。何でインド

ネシアでは、日本みたいに会議が放送されないんだろうと

頭の中に浮かびました。そこで、日本の事をいろいろ調べ

て関心を持ち始め、日本に絶対留学しますという固い決

心で日本に来ました。日本語を全然話せなかった私は、

大阪に行って 1年ぐらい日本語を勉強しました。大阪弁

があるのでそれを乗り越えてなるべく標準語で会話したり

してみました。私は戦争が大嫌いです。パレスチナ、イス

ラエル、シリア紛争などをテレビで見ました。昔から私は戦

争が嫌いで政治の勉強をしてみようと思いました。国際

関係も私の家族にとって身近なものでした。私の父はオ

ランダ国籍でした。家族の中で毎日英語、オランダ語、イ

ンドネシア語を話しています。人間関係が鍛えられる場

面もあります。せっかく日本に留学するので、政治の面と

日本とインドネシアの柱になりたい。もっと絆を深めて良

好関係になっていきたいと思います。日本に来て、いろい

ろな知識や学業に励んで自分の夢を叶えるために勉強

していきたいと思います。 

ロータリー米山奨学金のお蔭で、苦労してアルバイトを掛

け持ちせず、たくさんの活動やいろいろな団体に入ってボ

ランティアの活動を自由に出来るようになりました。ロータ

リーの例会に出ていますが、カウンセラーの森さんという精

神科医の方が、日本の社会はうつ病という病気にかかる

方が結構いて、何故だろうと思いました。質問をしたら、

日本の社会はストレスを抱えやすいという答えが出てきて、

日本の裏側を知るようになっていろいろと勉強になりまし

た。インドネシアに行ったかもいらっしゃると思いますが、イ

ンドネシアがどんな国なのか、どんな人が住んでいるのかこ

の後話します。最後に皆さんからの質問に答えますのでど
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んどん質問してきてください。 

── 様々な画像と共にインドネシアをご紹介いただき

ました。 

 

 記念品贈呈  

四方会長から三浦様、

ヒルダ・アマリア様へ記

念品を贈呈いたしまし

た。 

 

 

 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回 10 月 17 日（火）は、休会です（定款第 8 条第 1

節）。次々回例会は、10 月 24 日（火）、移動例会

「清掃奉仕活動」です。担

当は社会奉仕委員会。食

事 11時 30分～12時、

集合時間 12 時 00 分。

場所はエアポートホテル１

F うみや。 

 

 SCHEDULE  

 

 

 

 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■世
界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手続き 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフツアー 

17 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

24 日 
移動例会「清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 

世界ポリオデー 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 

7 日 

通常夜間例会「卓話 クラブとロータリー財団との関係
について 講師/RI第 2510地区財団奨学金委員会 
委員長 出村知佳子様」[担当/ロータリー財団委員
会(委員長 高木昌人)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報、広報委員会(委員長 福島力)] 

19 日 クラブ創立記念日（27 周年） 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

28 日 
通常例会「未定」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(委員長 岩下誠)] 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 

19 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会  ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC 新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC 新年交礼会  

２日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委
員会(委員長 石川貴美子)] 

16 日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 大久保尚)] 

23 日 
通常夜間例会「未定」  
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾
本眞二)]  

30 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


