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◎司 会               豊場建伍委員 

◎ロータリーソング       『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー       山田哲也合唱委員 

◎ゲスト  ・港南区役所副区長 佐藤英一様 

       ・港南区役所総務課長 塩田洋司様 

        ・国際親善奨学生   柳澤明良様 

     ･地区Ｒ財団副委員長 山室宗作様 

 

◎出席報告           飯島直人出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(7)名 25(6)名 80.6% 100%  86.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎親睦委員会(今週のお祝)  

海野俊彦親睦委員長 

＊ 会員入会記念日祝          

海野俊彦会員(１２日)・櫻井富雄会員(１２日) 

高栁良作会員(２５日)・佐々部宣宏会員(２６日) 

横尾博之会員(２９日) 

 ニコニコボックス本日合計 ５３，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ４８９，０００円 

◎米山チャリティボックス  

上杉順一米山記念奨学委員 

大井和子会員 小後摩重正会員 坂巻照代会員 

櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員 橋浦重己会員 

宮下賢会員  ７名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １４５，０００円    

   

◎港南区副区長 佐藤英一様よりご挨拶 

本日は協賛金のお礼にピンバッヂをお持ちしました。 

来年 1 月 5 日は賀詞交歓会と併せた５０周年のキック

オフとなりますので、賀詞交歓会にお 1人ご招待させて

頂きます。実は１０月１日が南区から分区して港南区は 

５０周年となります。お祝いの式典は１１月はじめの土

曜に行われる子供夢ワールド・健康フェアに併せて、来

年１１月２日に記念式典を開催します。そして、次の５０

年を担う子供たちに参加してもらおうと、港南中学校を

会場として、区内１０校の音楽の発表会と文化祭的な

発表。フィナーレは２０２０年２月末に横浜女子短期大

学にて地域研究づくりフォーラムで５０周年のお祝いを

終ります。引き続き皆様のご協力をお願いします。 



◎山田哲也会員よりご挨拶 

先週、川崎支店へ人事異動となりました。１年半とい

う短い時間でしたが、大変お世話になりました。川崎で

もＲＣへ加入しますので、今後とも宜しくお願い致しま

す。 

『石坂上大岡支店長より』 

前店舗はたまプラーザ店の支店長で、そこでは横浜

田園ＲＣに所属していました。この度上大岡支店長とな

りましたので、どうぞよろしくお願いします。 

 

◎会長報告            

① １１月９・１０日の地区大会には１７名の方にご参加

頂き有難うございました。ロータリアン歴６０年の裏

千家、千玄室様の基調講演は感じるものが多く、

特に『人間には黒い部分がたくさんある、だからこ

そ理想を掲げて集まるロータリーの例会は心をき

れいに出来るものを学ぶ場』という言葉は、自分に

新しい視点を意識させてくれました。 

② １１月１１日の高森会員の『旭日雙光章』受賞を祝

う会で、ＯＢの方にお会い出来てとても楽しい時間

でした。 

 

◎幹事報告 

① 先週配布されたマンスリーレターの９ページに、

佐々部地区米山増進委員長の記事が掲載されて

います。是非お読み下さい。 

 

◎委員会報告  

① 親睦委員会               上杉順一委員 

  １２月１９日(水)のクリスマス家族例会のご案内を回

覧しています。出欠のご記入をお願いします。 

 

◎山室様より柳澤様のご紹介 

１１月はＲ財団月間です。卓話の依頼がありましたの

で、今日は柳澤さんと一緒にお伺いさせて頂きました。 

 

 

◎『国際親善奨学生学友』   柳 澤 明 良 様 

(指揮者・作曲家) 

 

 

 

 

 

こんにちは。ロータリー財団国際親善奨学生(当時)

のＯＢで学友の柳澤明良と申します。どうぞよろしくお

願い致します。 

前半は、普段奨学金を受けている現在の補助金の

システムが数年前に変わりましたので、確認を兼ねな

がら皆様に優秀な人材をご紹介して頂きたいということ

でお話させて頂きます。 

 後半は、私は音楽を生業としており、専攻は指揮と作

曲です。指揮者は自分では音を出さないので、隠し玉

を用意しないといけないのですが、バラライカというロシ

アの民族楽器の演奏をお聞き頂きたいと思います。 

 以下、私のプロフィールは卓話者プロフィールをお配

りしていますのでご覧ください。 

 私が日本に帰って来たのは２００３年の末です。その

翌々年はロータリー１００周年で、２５９０地区では合同 

ＩＭをミューザ川崎で行いました。その際、神奈川フィル

ハーモニーの演奏会があり、その指揮を拝命し身に余

る光栄でした。 

 帰国後の活動はプロフィールの下に記載しております。

昨年は横浜西ＲＣが幹事でしたが、１０月にチャリティ

ディナーショーが横浜ロイヤルパークホテルで開催され

ます。一昨年が財団１００年ということに関連したと思い

ますが、普段は有名な歌手の方をお呼びしてやること

が多いディナーショーですが、ガバナーの肝入りもあっ

て、学友を使った演奏会をしたらどうかとご提案があり

ました。ディナーショーをご覧頂いた方もいらっしゃると

思いますが、その演奏会の企画・演出、政策責任者の

ようなものを拝命しており、当地区の学友数名と２７８０

地区のテノールの方をお呼びし、とても好評頂きまし

た。 

 私は専攻が音楽なので、帰国し自分の職業を持って、

社会に奉仕することに加え、ご恩を頂いたロータリーク

ラブにどのように恩返しをするか、殆どの学友は真剣に



考えています。この卓話もＲ財団月間に関わらず、普

段学友で演奏する者もおりますので、時々難くない卓

話が良いという時は学友会の幹事の連絡先もお配りし

た紙に書いてありますので、ご連絡頂ければ卓話や夜

間例会の余興もやっていますので、お考え頂ければと

思います。 

 学友会の代表幹事は大変激務ですが、昨年まで竹内

陽介さんがやって下さいました。現在はソプラノの方が

代表幹事です。そういった意味でも横浜港南ロータリー

クラブさんには学友会として大変お世話になっていま

す。 

 例えば、日本のＲ財団では日本ロータリークラブが日

本人の若い学生をセレクトして海外に留学させるシステ

ムとして、以前は国際親善奨学金という名称で募集・選

考・決定した上で、ＲＩ本部に推薦して手続きを進めると

いう段取りでした。私は１９９９年から奨学金を受け取り

ましたが、そのようなプロセスで頂戴しました。このシス

テムは２０１３年に変更され、現在は奨学金という名称

ではなく、日本では補助金という名称を使うように変更

されています。この補助金という名称は、グローバル補

助金と地区補助金という２種類のカテゴリーが大別して

あります。 

Ａ グローバル補助金 

ロータリー本部が中心となって、全世界的な視点におき

まして、ロータリーの究極の目的である世界平和や全

人類が幸福になるなど、今、可及的に欠けているもの

を、優先して人材を育てる必要がある。その必要性か

ら人間が暮していく意味で、根本となる次の６つの分野

を重点的に支援しようという意図があるわけです。 

・平和と紛争予防／紛争解決 （平和を推進する） 

・疾病予防と治療（疾病と闘う） 

・水と衛生（きれいな水をもたらす） 

・母子の健康（母子を助ける） 

・基本的教育と識字率向上 （教育を支援する） 

・経済と地域社会の発展（地元経済を発展させる） 

当地区は非常に優秀な地区で、このグローバル補助金

におきましても、数年間の間に大変優秀な人材を海外

に送り出しており、帰られた方には、国連のような国際

機関で貢献されている方もいます。ロータリー全体とし

てはとても重要なものであります。 

 

Ｂ 地区補助金 

基本的に優秀な人材がいましたら選考して、どの分野

でも合格した学生に補助金を出して、海外に留学し本

人の専門を勉強して頂くものです。私は人文系の出身

なので、２０１３年にこのようなシステムの変更が行わ

れた時には正直補助金のようなものがなくなってしまう

のではないかと危惧を抱いたわけです。この地区奨学

金に関しては、名称からもわかるように、かなりの部分

が予算を含めて地区の運営の考え方によって、柔軟に

運営されるところです。ある意味地区によって予算が違

う、地区によって合格出来る人数が少なければ、ある

いは予算全体が少ないという可能性があります。しかし、

２５９０地区では大変潤沢な予算を毎年お寄せ頂きまし

て、この分野におきましても、優秀な人材が集まってい

ると私は信じております。本日はこのようなシステムの

話に加えて、私個人的に皆様にお礼を申し上げたいと

思います。当時、奨学金は年間 11000 ドルを３年間頂

戴しました。そのお陰で私も自分が納得いく勉強が出

来て、イタリアから帰って、日本で音楽家として生活す

ることが出来ています。A のグローバル奨学金のような、

私たちの衣食住・生活・平和・治安・戦争のない社会は

当然基礎としてなければいけないのですが、それがあ

った上で、芸術やそれ以外の文化が人の心に与えるも

のはとても大きいと私は信じております。出来ればこの

分野に関しても、将来的にあまり先細りすることなく続

いて欲しいと考えています。一方、私共の学友会の活

動ですが、奨学金に対する応募者が必ずしも多いわけ

ではないという情報もございます。せっかく皆様からご

寄付頂いた浄財が優秀な人材に巡り合わずに無駄に

なってしまう事は一番残念なことでございます。私自身

も周囲に分野を問わず優秀な人材がいましたら、ロー

タリーの奨学金の話をすることがあります。会員の皆様

も周りに若く優秀な方がいらしたら、その方が留学した

らより社会に貢献できるのではないか、私達に喜びを

与えてくれるのではないか、このような視点で周りを見

て頂いて、良い方がいらしたらロータリーの奨学金を受

けるような広報活動を是非お願いしたいと思います。 

 ２５９０地区はあらゆる分野にそうなのですが、私のよ

うな芸術分野におきまして、優秀な人材を過去に派遣

しております。そういう意味で、皆様ロータリークラブの

会員としての誇りをお持ちになる上に、２５９０地区の補



助金活動においても、各分野で素晴らしい人材を育て

上げているのは自分達なのだと、とても偉そうな言い方

をしますが、誇りをお持ち頂いて、これからも補助金の

存在について、広報して頂ければと思います。 

本日は有難うございました。 

(余興としてバラライカを演奏して下さいました） 

 

◎次年度理事の発表     根本会長エレクト 

   会   長       根 本 雄 一(ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員) 

   副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長  

               北 見 丈 治 

   幹   事      尾 形 達 也(ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員) 

   会場監督      佐々部宣宏 

   プログラム      海 野 俊 彦 

   親  睦       青 柳 民 朗 

   職業奉仕       橋 浦 重 己 

   社会奉仕       高 森 政 雄 

   国際奉仕       天 野 憲 二 

   青少年奉仕・会長ｴﾚｸﾄ 

                平 山 滋 也 

＊ 50周年実行委員長 山野井正郎 

＊ イベント実行委員  瀧   文  博 

＊ イベント実行委員   高 栁 良 作 

＊印は会長より招集時理事会参加 

 

◎ニコニコボックス       上杉順一親睦委員 

神奈川ロータリークラブ 山室宗作様 

日頃よりお世話になります。久々にお伺いさせて頂き

ました。財団学友柳澤氏のアテンドです。よろしくお

願い申し上げます。 

宮下賢会長  

地区大会、高森さん「旭日雙光賞」受賞を祝う会お疲

れ様でした。 

山田様急な異動お疲れ様です。石坂様よろしくお願

いします。 

地区ロータリー財団副委員長山室宗作様ようこそい

らっしゃいました。 

国際親善奨学生柳澤明良様、本日の卓話楽しみに

しております。 

大井和子幹事 

地区ロータリー財団委員会山室宗作様・ 国際親善

奨学生柳澤明良様ようこそいらっしゃいました。 

高森政雄会員  

過日の旭日雙光章祝う会に皆様のご出席を賜り、お

祝いを頂き誠に有難うございました。宮下会長に閉

会の辞を務めて頂き、クラブより生花を頂き誠に有難

うございました。  

地区Ｒ財団副委員長ようこそいらっしゃいました。 

佐藤港南区副区長・塩田課長ようこそいらっしゃいま

した。 

山田哲也会員 

１年７ヶ月短い間でしたが大変お世話になりました。

川崎支店に参ります。後任の石坂支店長をよろしく

お願いします。 

橋浦重己会員 豊場建伍会員 天野憲二会員   

小後摩重正会員 青柳民朗会員 上杉順一会員 

平山滋也会員 福嶋昭会員 

国際ロータリー第２５９０地区Ｒ財団委員会副委員長

山室宗作様ようこそいらっしゃいました。  

国際親善奨学生柳澤明良様の卓話を楽しみにして

おります。  

市川敏明会員  

国際親善奨学生柳澤明良様ようこそ。本日の卓話楽

しみにしております。 

横浜銀行山田支店長、異動との由ご苦労様でした。

頑張って下さい。  

坂巻照代会員 

先日の地区大会では千玄室前家元のお話を伺い、ロ

ータリーに対する熱い思いと高い志に感動しました。 

柳澤様の卓話を楽しみにしています。 

笠原孝雄会員 

 本日、ロータリー財団月間ということで、地区のロータ

リー財団の山室副委員長にお願いし、国際親善奨学

生の柳澤さんに卓話をして頂くことになりました。よろ

しくお願いします。 

 山田哲也支店長ご栄転おめでとうございます。  

櫻井富雄会員 海野俊彦会員 佐々部宣宏会員 

横尾博之会員 

 地区ロータリー財団副委員長山室様ようこそいらっし

やいまいた。 

柳澤明良様の卓話を楽しみにしております。 

会員入会記念日祝いを頂き有難うございました。 

◎次週の予定 

 １１月２１（水) 港南区長  斉藤貴子様 

◎会報            小後摩重正会報委員 


