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国際ロータリー2019～20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2874 回例会 令和 2 年 1 月 17日（金） 

・出席奨励 小宮山 四郎 リーダー 

先月の出席率は 71.13%でした。出席を意識してできるだけメーキ

ャップをしてください。新しい会員の方はご存じじゃない方もいら

っしゃると思いますが、他クラブへメーキャップに行く場合、ビジ

ターフィー（食事代）が発生します。各クラブによって金額はまち

まちですが、成田クラブでは 2,500円いただいております。しかし、

成田コスモポリタンクラブと成田クラブは親子クラブとなります

のでビジターフィーが発生しません。時間の取れる方は成田コスモポリタンロータリーク

ラブへメーキャップにいかれることをお勧めします。 

・S.A.A. 眞々田 美智子 会員 

1月の行事予定をお知らせいたします。今日は国際医療福祉大学留

学生との交流会、24日と 31日は地区大会の打ち合わせとなってお

ります。例会へは徽章を忘れず、早退する場合はペナルティーボー

ルペンの購入をお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  平山 秀樹 会員 

◇ お客様 

国際医療福祉大学 赤津 晴子 先生 佐野 美智子 様 

留学生 グエン ジャー ティン（アレックス） ジン ウー フライン（ウー） 

 スー ネイチ モウ（チチ） プンローク カウ ネトラ（ジネイ） 

 ヴー ジェップ カム（カム） バトトグトフ トゥメンヒシグ（トゥメー） 

 チュオン コン フィ（チュン） アウン カウン テッ（カウン） 

 アウレリウス セバスチャン チャンドラ（イアン） 

 ミャグマルドルジャンジンラム（ヤンジカ） 
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◇ 誕生日 

大木健弥会員(S19.1.2) 

神﨑 誠会員(S33.1.17) 

浅野正博会員(S48.1.11) 

関 恒明会員(S38.1.18) 

桑野博之会員(S54.1.24) 

 

◇ 結婚記念日 

菊地 貴会員(H28.12.24)  

 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：あと 3 週間で地区大会本番です。24 日は全体

の流れ、31 日は各委員会での打ち合わせを行う予定です。24 日に

は、地区の事務局である大山さんにも来ていただきます。実は昨日

16 日に晩餐会の料理の試食会をやる予定でした。しかしすっかり

今日と勘違いしておりました。おまけに車に携帯を忘れてしまい、

何度もお電話をいただいていたのですが音信不通状態にしてしま

いました。ごめんボックスとしてお詫びいたします。 

 

平山 秀樹 会員：おかげさまで本日、留学生を迎えることができ

ました。ホームビジットと言うことで皆様にお世話になりここまで

来られたと思います。心から感謝を込めましてニコニコさせていた

だきます。 
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甲田 直弘 会員：新年例会ではＵ－シティホテルをご利用いた

だきありがとうございました。それと中学 2年生の長女が幼少から

ピアノを習っておりまして、先日、中学の合唱コンクールでピアノ

伴奏を任され無事に演奏できたということで、遅ればせながらニコ

ニコさせていただきます。 

 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 

赤津先生、佐野様、留学生の生徒さん 10名、成田コスモポリタン

ロータリークラブの滝澤様、今日はようこそいらっしゃいました。  

「今日は何の日？」ですが、皆様よくご存じの“防災とボランテ

ィアの日”です。1995年 1月 17日に発生した阪神・淡路大震災

に因んで制定された記念日です。 

阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、学生を中心とした

ボランティア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」と言われました。  

これをきっかけに、ボランティア活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目

的で、同年 12月の閣議で「防災とボランティアの日」の制定が決定され、翌 1996年から

実施されました。この日を中心に前後 3日を含む計 7日（1月 15日〜21日）が「防災とボ

ランティア週間」と定められています。 

阪神淡路大震災から 25年、当時はショッキングな映像もたくさん流れました。朝 5時 45

分に黙祷をして犠牲者の冥福を祈りました。当時、私は年に 2回行われる名古屋での見本

市のために宿泊していたのですが、高層階でしたので横揺れがひどく驚きました。その後

からは震災のニュースばかりで 6,432人の方が亡くなられるという大災害となりました。 

先日、日本で初めて新型コロナウィルスに感染した患者が確認されました。中国では 24日

から春節で 1週間の大型連休にはいります。沢山の旅行者が来日することが考えられます

ので、しっかり空港で防いでいただきたいと思います。 

 

◇ 医療情報    橘 昌孝 会員 

前年度の終わりに冬休みで患者数は下がるだろうとお話しました。

実際下がったのですが学校が始まるとまた増えてきました。1月の

下旬がピークになるのではないかと思います。  

予防はマスク・うがい・手洗いです。くれぐれもロータリーの会

員がインフルエンザで休むなんていうことがないようにしてくだ

さい。  

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  齊藤 三智夫 委員長 

ロータリー財団年次基金寄付に神﨑誠会員より 1000ドル、米山記

念奨学特別寄付に長原正夫会員、小寺眞澄会員より 10万円のご寄

付をいただきました。ありがとうございます。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8817%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E3%83%BB%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E3%83%BB%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A3%E8%AD%B0_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8821%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%81%A8%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E9%80%B1%E9%96%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%81%A8%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E9%80%B1%E9%96%93
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去年から財団の窓口が 1つ増え、“ロータリー災害救援基金”というものが設置されまし

た。こちらはマイロータリーからしか寄付ができません。詳細については、まだ把握しき

れておりませんので、はっきりし次第、皆様に周知したいと思います。 

 

◇ 委嘱状授与 

2019-20年度国際ロータリー第 2790地区 

ＲＬＩ実行委員会委員 

小寺 眞澄 会員、矢野 理恵 会員 

佐藤 英雄 会員、神﨑 誠 会員 

齊藤 三智夫 会員 

 

◇ 表彰 

米山功労者 

第 7回マルチプル 

神﨑 誠 会員 

 

米山功労クラブ 

第 61回米山功労クラブ 

 

◇ 堀口 路加 地区幹事長 

2019年 9月 9日の台風 15号による暴風、10月 12日の 19

号及び 10月 25日の 21号に刺激された低気圧による豪雨

で、県内各地に大きな被害がもたらされました。復興に向

けて支援を必要とする地域がいまだ多くあることはご承

知の通りです。地区においては災害対策特別委員会を立ち

あげ、甚大な被害を受けた第 4グループ（市原）、第 5グ

ループ（君津・上総）、第 6グループ（館山・館山ベイ・

鴨川・千倉・鋸南）、第 7グループ（茂原）、第 12グル

ープ（佐倉）の各グループのガバナー補佐と関一憲奉仕プロジェクト統括委員長から意見

を聴取した上で、ガバナー補佐・地区委員長会議でもそれぞれから意見を聞いて、特に被

害の大きかった地域を中心にして、年内に第一弾の支援金の配分を行いました。地区災害

支援特別基金口座に寄せられた金額は 2020年 1月 8日現在で 53,318,242円です。内訳は

地区内 42クラブ及び地区大会記念ゴルフ大会参加者、女性交流会等からの募金 5,995,505

円、地区外(31地区)47,372,737円という多額の支援金が届きました。この中から、2019

年 12月 17日付で第 6グループに 1,612万円（館山 RC400万円、館山ベイ RC302万円、鋸

南 RC410万円、千倉 RC300万円、鴨川 200万円）、第 7グループに 330万円、奉仕プロジ

ェクト統括委員会に 200万円を配分させていただいております。今後各地域の復興状況に

ついて更に情報を集め、第二弾の支援金を配分するとともに、今後の災害対策支援に向け

た必要な備えに充てていきたいと考えています。月信 2月号に報告予定ですが、ひと足早

く成田ロータリークラブの皆さんにお知らせします。  
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◇ 幹事報告     甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 印西、多古、成田コスモポリタンロータリークラブ 
・週報   多古、八街ロータリークラブ 
・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま Vol.237、Vol.238」 
・RI 日本事務局より「財団室 NEWS 2020 年１月号」 
・交通遺児育英会より「君とつばさ 第 342 号」 
・日本赤十字社千葉県支部より支援金へのお礼状 
・国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室より 2020 年 1 月「職業奉仕月間リソース

のご案内」 

・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「風の便り Vol.5 No.6」 

・ロータリー公共イメージコーディネーターより「コーディネーターニュース 2020年 2月

号」 

【連絡】 

・1月のロータリーレート 1ドル＝１１０円 

 

◇ 国際医療福祉大学 赤津 晴子 先生より 

本日は 10名の留学生、そして国際部の佐野とこの例会に

お邪魔させていただきましたことに御礼申し上げます。 

そして何よりも多くの皆様方のご尽力、ご親切のおかげで

10名の留学生をホームビジットに受け入れてくださる貴

重な機会を作っていただいたことに大学を代表して心よ

り厚く御礼申し上げます。  

私どもは 2017年 4月に開学したばかりの新設の医学部で

一風変わっております。日本のどの大学とも違ったところが沢山あります。大きく 2つ申

し上げますと、1学年 140名中 20名は留学生、1、2年生の医学教育はすべて英語、非常に

斬新で無茶なところのある教育をしております。  

今日お邪魔した 10名は 4月から医学生となる留学生です。4期生 20名のうちの半分にな

ります。毎年 15、6人は奨学生が参加しております。現地の医学部の成績トップ 20位以内

で、今後母国以外で国際的な医者になり自国の医学・医療・福祉に貢献したいと言う非常

に高い志を持ち、チャレンジ精神旺盛な学生の中から私たちが現地に赴き、試験をし、面

接をし一本釣りした学生でございます。来日して 1ヵ月から 3ヶ月のホヤホヤです。 

しかし将来必ず母国に戻って母国のリーダーになると自負しております。せっかく 6年間

成田で勉強するわけなので、教室の中で医学、日本語を勉強することも大事ですが、6年

間で日本の文化・社会を大きな視野でいろんなことを学んで母国に帰ってもらいたいと言

う私どもの思いがあります。それを実現するには医学部の教職員だけではできません。こ

のたびは多くの皆様方に助けられ、このように貴重な成田の皆様と交流させていただく機

会を頂戴いたしましたことに改めまして厚く御礼申し上げます。と同時に、これが成田、

世界中との草の根のフレンドシップの始まりの機会になればと願っておりますので、今後

ご指導をいただきたいと心より思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【ホームビジット／留学生紹介】 

・アレックス 19歳 ベトナム出身 （ホームステイ先：浅野正博会員） 

ベトナムのホーチミン医科薬科大学で勉強していました。日本で

は医学や文化を経験したいです。ベトナムに帰ったら医者として

ベトナム人を助けたいです。趣味は料理で和食にもチャレンジし

ています。日本の文化にも興味を持っています。 

 

 

・ウー 18 歳 ミャンマー出身 （ホームステイ先：浅野正博会員） 

3か月前日本に来ました。ミャンマーのヤンゴン第二医科大学で 1

年勉強しました。立派な医者になることが高校の時からの夢です。

スポーツが好きです。本日はこのような機会を与えてくださった

成田クラブの皆様に感謝したいです。学んだ日本語を使って頑張

ります。 

 

 

・チチ 18 歳 ミャンマー出身 （ホームステイ先：眞々田美智子会員） 

3か月前日本に来ました。十分な日本語ではありませんがご理解

ください。子供の時からチャレンジすることが好きで、留学は夢

でした。イギリスやアメリカやシンガポールなどで勉強しながら

その国の文化を経験したいと思っていました。一生懸命頑張って

立派な医者になりたいと思います。 

 

・ジネイ 18歳 カンボジア出身 （ホームステイ先：眞々田美智子会員） 

日本にきて 1か月です。両親は医者で、たくさんの人を助けてい

ます。私も両親のような医者になることを決めました。日本にく

るまで 1年間医学を勉強していました。今、日本で医学を勉強で

きてとても幸せです。私の国の文化と日本の文化はちょっと違い

ます。沢山のことを初めて経験しました。楽しくて面白いです。

これからもどんなことがあるのかわかりませんが、とても楽しみ

です。よろしくお願いいたします。 

 

・カム 19 歳 ベトナム出身 （ホームステイ先：角田幸弘会員） 

日本に来て 3 か月です。家族はみな外国で働いたことがありま

すが、日本ではありません。私はベトナム人の友達が日本に 10

人くらい住んでいます。面白いことを教えてもらえるので幸せ

です。今は日本に早く慣れるようにしています。例えば日本人

と話したり旅行をしたり。今はノルウェーの森を読んでいます。

今年の目標は村上春樹の小説が読めるようになることです。今

日はどうもありがとうございます。 
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・トゥメー 19 歳 モンゴル出身 （ホームステイ先：角田幸弘会員） 

日本に来て 3 か月です。モンゴル国立医科大学で 1 年医学を勉

強しました。家族は４人です。趣味はアニメを見ることと読む

ことです。ワンピースが大好きです。日本に来てからアニメの

フィギュアを集め始めました。スポーツはバレーボールをしま

す。性格は真面目で楽しい人間です。成田ロータリークラブの

皆様、今日はありがとうございます。モンゴル国民の健康を支

援する医者になるために、これから一生懸命頑張ります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

・チュン 19歳 ベトナム出身 （ホームステイ先：平山秀樹会員） 

ホーチミン医科薬科大学で 1 年勉強しました。趣味は伝統的な

音楽を聴くことです。スポーツはなんでもやりますが、サッカ

ーが一番好きです。子供の時から留学の夢を持っていたので、

奨学生の募集を見ていい機会だと思いました。日本の長寿はと

ても有名なので、日本にきてその方法を学んで成長したいです。

次の世代がよくなるように私は小児科医になりたいです。成田

クラブのみなさん、本日はどうもありがとうございます。 

 

・カウン 18歳 ミャンマー出身 （ホームステイ先：平山秀樹会員） 

ヤンゴン第二医科大学で 1 年勉強しました。私はミャンマー日

本協会の会員です。去年、協会のプログラムで日本に来て日本

の文化を勉強したり、ミャンマーの文化を紹介したりしました。

私は日本の文化に興味があります。とても面白いです。日本の

生活は楽しくて日本人はとても親切です。私は将来、ミャンマ

ー人が幸せに暮らせるように頑張ります。今日はこのような場

にお招き下さりありがとうございます。 

 

・イアン 19歳 モンゴル出身 （ホームステイ先：小泉英夫会員） 

モンゴルのウランバートル出身です。アクセサリー作りに興味が

あります。趣味は踊りと読書です。歴史文学を読みます。モンゴ

ル国立医科大学で 1年勉強しました。中学生でボランティア活動

が好きになり、モンゴルの大学の赤十字サークルに入っていて今

も会員です。2016 年に初めて日本に来た時、日本の文化と教育

はとても面白いと思いました。ですから今、医学を勉強しながら

日本をもっと知るために旅行が出来てうれしいです。よろしくお

願いします。 
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・ヤンジカ 19 歳 インドネシア出身 （ホームステイ先：小泉英夫会員） 

10月で二十歳になります。ジャカルタで生まれバリ島でウダヤ

ナ大学で医学を 1 年勉強しました。今着ているシャツはインド

ネシアで伝統的なシャツで、バチという名前です。趣味は写真

を撮ることです。街の写真を撮るのが好きです。日本の街はど

こも綺麗でとても嬉しいです。日本で勉強することは子供のこ

ろからの夢だったので、成田に来れて幸せです。この機会をく

れた成田ロータリークラブにとても感謝しています。ありがと

うございます。 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 
 

◇ ホームビジットの様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 クラブ 名 

近藤 博貴、石橋 菊太郎、喜久川 登、橘 昌孝、小宮山 四郎 
石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、小泉 英夫、甲田 直弘 
佐瀬 和年、平野 省二 各会員 

11 月 29 日 指名委員会 

諸岡 市郎左衛門 会員 1 月 17 日 地区ロータリー財団委員会（第 7 回） 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７名 ６５名 ３９名 ２６名 ６０．００％ ６９．２３％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


