
1.ガバナーノミニー決定宣言文書が届きましたの

で、回覧させていただきます。

【ソング】「四つのスト」

【会長挨拶・報告】

【コラム】野村保夫 君(副会長代読)

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】ゲスト卓話(三役担当)

鳥羽市長 中村欣一郎 様

皆さんこんにちは、本日のゲスト国際ロータリー
地区米山記念奨学委員会委員 加藤確春様、地区
米山学友会会長 カスン様、後ほど卓話よろしく
お願いいたします。
ある新入会員の方から10日に「映画見に行きませ
んか」と言われ「トップガンの最新作 マーヴェ
リック」を見に行くのかと思いましたが、なんと
「ONE PIECE FILM RED」（アニメ）でした。映画
館なんて17年ぶり、それと昼飯はどこで食べよう
かと、「やっぱりステーキ」行きませんか、前日
から遠足に行くような気分でわくわくして寝まし
た。当日の入場は、スマホのQRコードを見せるだ
け（座席指定、支払いは済み）で、私は後に付い
ていくだけ、食事は入り口でタッチパネルの操作
を教えてもらって注文するのですが、後ろに並ば
れて結構焦りました。久々について行けない新し
い経験をさせて頂きました。

＜報告＞
10月8日鳥羽の日に開催された「青年会議所OB会
の事業、吉本新喜劇お笑いライブ」に合わせて
「ポリオ募金」の参加をさせて頂きました。
私としては、一般の方との初めての募金活動でし
たが、良い活動が出来たのではと思っております。

【ソング】「我等の生業」

【コラム】 林 巧 君

【10月号友の紹介】中村泰広 君

【行事】ゲスト卓話(米山奨学会委員会担当)

◇第2630地区米山記念奨学委員会

委員 加藤確春 様(伊勢中央RC)

◇第2630地区米山学友会

会長 カスン様(国籍：スリランカ)

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【11月のお祝い】

【コラム】丸川竜也 君

【行事】地区大会報告例会(三役担当）

本日の例会プログラム

次回の予告 １１月２日

前回の記録 １０月１２日

○会 長 杉原新一 ○副会長 中野多賀子 ○幹事 中村幸広

○会報担当 原田佳代子・迫間修平・伊藤信孝・丸川竜也
○事務局 〒517-0022 鳥羽市大明東町1-7 鳥羽商工会議所2F

TEL 0599-25-6039 FAX 0599-26-4588 E-mail: tobarc@poplar.ocn.ne.jp
○例会日 毎週水曜日 12時30分～13時30分
○例会場 鳥羽商工会議所2Ｆ 特別会議室

第59期テーマ：「不易流行」 －心地よいロータリー活動を想像してー

会長挨拶・報告

2022年10月19日
通算第2788回例会
会報通算第2460回

10/12ホームクラブ 25/31 80.65％

9/28確定出席率 21/28 75.00％

幹事報告

委員会報告

■財団委員会⇒10/8(土)鳥羽の日に、ポリオ撲滅

基金の募金活動をしました。ご協力いただいた

皆様ありがとうございました。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■第2630地区 米山記念奨学委員会 委員
加藤 確春 様(伊勢中央RC)

・奨学生の人数
2022年度 三重 10名 岐阜 7名
2023年度 三重 8名 岐阜 9名

・寄付額 ≒3,000万円/年
・米山記念奨学委員会の活動
4月/入学式 6月/学校説明会 7月/奨学生卓話研修会
9月/中間報告会・研修会
11月/世話クラブ・カウンセラー事前説明会
12月/書類選考 1月/面接試験 3月/卒業式
地区協議会 分科会/地区大会 奨学生卓話

■第2630地区 米山学友会 会長
ビヤガマ アラッチケ マット カスン ダナンジャヤ 様 (国籍；スリランカ）

奨学生の頃に振り返って
・人生のターニングポイントになった
日本語能力試験のN1(一級)を取得するため奨学金をもらったことが役に立ちました。

・日本のマナーについて学べた
ロータリークラブから名刺の渡し方から始め、様々なビジネスマナーを教えて頂きました。

・コミュニケーション能力を高めることができた
ロータリアンの方々と話す時に使うために敬語を勉強しました。ロータリアンの方々から日本の方言、
あいづちを打ち方など学びました。

世話クラブから指導されたこと
・例会に早めに行って親睦活動委員会を手伝うこと
世話クラブの方に名札を渡す、弁当を配り、机の上の準備に手伝いました。

・毎回例会で2、3分間のスピーチをすること
スピーチで今月の出来事、大学の勉強や研修について話しました。

・世話クラブの活動に参加すること
納涼例会、観桜会、忘年会、新年会、地区大会などに参加しました。飲み会に参加する時座ったままで
はなく、周りのテーブルの方々と話しをしながら飲み会を楽しんでいました。

米山学友会
・学友(奨学期間を終了した元米山奨学生)と現役奨学生によって組織されている会です。世代と国境を越
えた交流の場となっています。

学友会に参加したかった理由
・学友会の活動に協力したかった
第2630地区米山学友会はありましたが、コロナなどの影響でうまく活動できていなかったです。学友会
があれば、奨学生は卒業してもロータリークラブと関係を失わないので学友会の活動に協力して、学友
会を立ち上げていきたいと思って学友会に参加したかったです。

・後輩達に役に立ちたかった
私は奨学生の時、分からないことがあって困った時ありました。後輩には困ることなく奨学生時代を楽
しむために話しやすい環境が作りたかったです。
(分からないことがあれば、学友会として母国語で説明できる環境を作りたいです。)

・ロータリーとのつながりをもっていたかった
ロータリークラブのために現在自分にできることをして、奨学金をもらったことに関する感謝の気持ち
をロータリアンの方々に伝えたかったです。これからもロータリアンの方々と活動していって、ロータ
リークラブとのつながりをもっていたかったです。

最後に
・奨学生は外国人なので、日本人からみると誤解が生まれるところがあると思います。外国人の育った国
の文化によって普通と思ってやっていること、日本人から見ると失礼なことかもしれません。お互い関
係を良くするために奨学生やっていることの違いがあれば奨学生と聞いてみて、日本のマナーを教える
のは大事だと思います。

・伊藤委員長も米山について知ってほしいということで奨学生に簡単な試験したり、学友会を立ち上げる
ことに凄く力をいれたりしています。

・現役の奨学生の活動に学友会にとして私も参加するので奨学生に奨学金大切さ、奨学生として、して欲
しいこと、してはいけないことなど話していきたいと思っています。

・ロータリークラブの中心になる「人作り」ということを目指して学友会のことを頑張っていきたいと
思っています。

ゲ ス ト 卓 話 米山奨学会委員会担当



地区米山記念奨学委員会 委員 加藤確春 様
地区米山学友会 会長 カスン 様

・本日はお招きいただきありがとうござい
ます。

杉原君・第2630地区米山記念奨学委員会委員 加
藤確春、地区米山学友会会長 カスン様、
例会にお越しくださりありがとうござい
ます。本日の卓話よろしくお願いいたし
ます。

・コラム 林巧君、「友」の紹介 中村泰広
君、楽しませてください。

中村(幸)君・2630地区米山記念奨学委員会委員
加藤確春、2630地区米山学友会会長 カ
スン様、お忙しい中お越しいただきあり
がとうございます。卓話よろしくお願い
いたします。

・林巧様コラム、中村泰広様「友」の紹介、
よろしくお願いいたします。

中野君・伊勢中央RC 加藤確春様、米山学友会 カ
スン様、本日は宜しくお願いいたします。

濱﨑君・米山記念奨学委員会委員 加藤確春、地
区米山学友会会長 カスン様、ようこそ
鳥羽へ。卓話楽しみにしています。

・林巧君 コラム、中村泰広君 友の紹介、
宜しくお願いいたします。

西川君・都合により早退します。
小林君・米山記念委員会 加藤確春様、米山学友

会会長 カスン様、ようこそ鳥羽RCへ。
本日は宜しくお願いいたします。

濱口君・米山委員会 加藤委員様、米山学友会 カ
スン会長、ようこそ鳥羽RCへ！卓話よろ
しくお願いいたします。

東谷君・加藤様、カスン様、本日はよろしくお願
いします。

野村(保)君・いつも欠席ばかりで申し訳ありませ
ん。今月も今日だけの出席になってしま
しますが、本日はよろしくお願いします。

松田君・米山記念奨学委員の加藤様、本日ありが
とうございます。米山学友会会長 カス
ン様ようこそ！

野村君(一)君・第2630地区米山記念奨学委員会委
員 加藤確春様、地区米山学友会会長 カ
スン様、ようこそ鳥羽RCへ。勉強させて
いただきます。

・インバウンド水際対策緩和のニュースで、
NHKに取材いただきました。

増田君・米山記念奨学委員の加藤確春様、本日は
鳥羽RCへお越しいただきましてありがと
うございます。お世話になります。スリ
ランカのカスン様、本日はありがとうご
ざいます。よろしくお願いいたします。

・10/8のサブアリーナにて、ポリオ募金活
動にご協力いただいた皆さん、誠にあり
がとうございます。お疲れ様でした。募
金いただいた皆さんもありがとうござい
ます。

伊藤君・米山記念奨学委員会委員 加藤確春、米山
学友会会長 カスン様、ようこそ鳥羽へ！
卓話楽しみにしています・コラム 林君、
友の紹介 中村泰広君、頑張って下さい！

１０月１２日分

原田君・加藤様、カスン様、鳥羽ロータリーへよう
こそお越し下さいました。

池田君・本日、米山記念奨学委員会担当です。よろ
しくお願いします。地区委員 加藤確春様、
学友会会長 カスン様、本日はよろしくお
願いします。

中村(正)君・林家ターさんのコラム、中村泰さんの
友の紹介聞けず残念です。どなたか動画撮
って下さい。

林 君・本日、コラムです。月見例会で「司会代え
ろ」コールで話す自信がなくなりました。
優しくしてください。

吉田君・本日も宜しくお願いいたします！
中村(泰)君・本日、友の紹介させていただきます。

よろしくお願いいたします。
村瀬君・めっきり秋らしく涼しくなりました。皆様、

体調大丈夫でしょうか？本日もよろしくお
願い申し上げます。また、加藤様、カスン
様、ゲスト卓話よろしくお願い申し上げま
す。林巧君、コラム良かったです…。

阿部君・本日もよろしくお願いいたします。
谷水君・米山委員会 加藤確春様、カスン様、本日

は宜しくお願いいたします。
寺本君・鳥羽の日に、ポリオワクチンを知っていた

だく機会は大変良かったです。本日もよろ
しくお願いいたします。

山本君・本日もよろしくお願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

― コラム ー
林 巧 君

「日本政府は、10月11日（火）より施行される、全
国旅行支援と渡航の大幅な緩和を発表しました。渡
航についてお話しさせていただきます。
これにより、現在一部の国からの入国者や帰国者に
義務付けている空港到着後の新型コロナ検査や待機
は全撤廃となり、3回接種済み証明書、または陰性
証明書の提示により入国が可能となります。また入
国者数の一日上限も撤廃されます。
●入国時の検査や待機期間が全撤廃される
●入国者数の上限を撤廃（以前は一日5万人まで）
●個人旅行を解禁
日本へ入国、帰国する場合は、これまで通り3回接
種済みを証明するもの、または陰性証明書の提示が
必要です。
大幅緩和のおかげで、海外旅行へ行きやすくなった
のですが、原油、物価の高騰と円安で、航空券にプ
ラスされる燃油サーチャージが以前の3倍、ホテル
も2倍以上、買い物や食事についても物価上昇して
います。庶民が簡単にハワイ旅行を楽しめたコロナ
前から一転し、40年前の富裕層だけが行けた時代に
なりつつあります。
そして、出入国時の検査はないものの、仮に発熱等
の症状が出た場合、出国できず、数日の待機に時間
と費用が掛かってしまうことが大きなリスクです。
気軽に海外旅行ができることを心待ちにしておりま
す。


