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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、3 月も中

旬になり本日は良い天気です。

寒暖の差が激しく体調は如何

ですか？ 

さて、本日は平成 23 年 3

月 11 日に発生した東日本大

震災のその後について検証します。地震の規

模はM9.0 と日本では最大の規模でした。なりよ

りも被害は大津波による溺死行方不明、関連死

亡で 22,131 人がお亡くなりになり、現在 3,100

名余がプレハブ住宅に住まい、52,000 名余の

方が未だに避難生活の状況です。一方、住宅

の高台移転は 93%,災害公営住宅は 98%完成し

ていますが防潮堤はまだ 52%の完成に留まって

います。人口減少も宮城、岩手、福島 3県で 30

万人減少しております。 

国の復興期間は 10 年ときめられており、

H21.3に立ち上げた復興庁も本年 3末で廃止。

福島第一原子力発電所が地震後の大津波で

全電源喪失によりメルトダウンを起こし、現在も

廃炉に向けて工事継続中ですが、未だに原子

炉内のデブリの取り出し、又は処分が出来ず冷

却も継続中、高濃度廃棄水も既に 112 万トンに

達し、置き場所すら確保できない状況になって

います。福島を中心に高濃度汚染土の処分は

全く進まず、黒いビニール袋が山積になってい

ます。廃炉には後 30～40年必要でその費用試

算で 80兆円必要とのこと。日本は過去、原子力

発電に約 30%依存していましたが、震災以降全

停止しても電力に困っていない実情が有りま

す。 

過去の原発事故としてはロシアのチェルノブ

イリの 4 号機爆発事故が 1986 年に発生し周囲

25km範囲は立ち入り禁止が続き、原子炉もコン

クリートと鋼鉄の建屋で覆う工事が継続していま

すが、高濃度の放射能は未だに出ています。ア

メリカのスリーマイル原発事故も未だに原子炉

を冷却継続していることから、核デブリの処理は

大変困難との判断です。 

日本は地震、火山噴火、津波の多発国で、

すべての国内の原子炉が海水を冷却水として

海辺に立地している現在では、安易な原子色

の再開は極めて危険、廃炉に膨大な費用と時

間を要することから国内の原子炉は全て廃炉に

する結論を出して頂きたい。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 3/11 ふれあい鴻巣ウォ

ーキング総務部会 

キャラバン等告知活動協

力お願いします 

(2) 3/14〜15 会長エレクト研

修セミナー  ラフレ埼玉 

(3) 3/17 第 2回 RYLA研修会 パイオランドホ

テル 10〜 

(4) 3/18 4Ｃ合同例会 市民活動センター 18

時半点鐘 

(5) 3/20 休会 

会員卓話 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

 Ｒ財団・米山記念奨学部門 

部門長 井上 脩士 

ロータリー米山記念奨学会について 

公益財団法人ロータリー米

山記念奨学会は、勉学・研究

のために日本に在留している

私費外国人留学生に対し、日

本全国のロータリアンからの寄

附金を財源に奨学金を支給し

支援する、民間の奨学財団です。 

平和を愛し青少年に手をさしのべた“日本ロ

ータリーの父”米山梅吉氏の遺徳を記念する事

業として、1952 年、東京ロータリークラブは、海

外からの留学生を支援する国際奨学事業を始

めた。やがて、1967 年（財）ロータリー米山記念

奨学会が設立された。 

米山奨学生の採用は年間 800名（2018年度
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852 名）。2018 年度で累計 20,396 人となる。日

本に滞在している学友は、約4,000人。当クラブ

では、盧さんを含め今までに 5名の米山奨学生

を世話してきました。 

ロータリー米山記念奨学金制度の最大の特

徴は、経済的な支援だけでなく、「世話クラブ・

カウンセラー制度」を設けて、奨学生の精神面

のケアを図っていることです。奨学生の日本で

の生活が心豊かなものになるように配慮してい

ます。奨学生には毎月 1回世話クラブの例会に

参加することが義務づけられており、奨学金も

そこで手渡されます。 

奨学会に対する寄付金 

1. 普通寄付金 

全ロータリアンからの定期寄付で、各クラブ

で決定した金額×会員数を半期に一度送

金する。 

2. 特別寄付金 

個人・法人・クラブからの、普通寄付金以外

の任意寄付。金額に決まりはなく、ロータリ

アン以外の方からもお受けする。 

 寄付に対する表彰制度 

 準米山功労者    ： 累計額 3万円 

 第 1回米山功労者 ： 累計額 10万円 

 第 2回米山功労者 ： 累計額 20万円 

米山奨学生一覧（当クラブ） 

・ AZIZ MOHAMMAD SHOAIB (男性、バング

ラディシュ、日本工業大学工学部) 

・ 李 虎奎（男性、韓国、芝浦工業大学 大学

院） 

・ 陳 西貴（男性、中国、東京大学 大学院） 

・ 楊 珺（女性、中国、日本工業大学  大学

院） 

・ 盧 志英（女性、中国、埼玉大学 大学院） 

 

お客様  井上つばさ様（井上会員ご長女） 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 細野潤一 総務委員長 

キャラバン隊を各担当の

方々のご協力を頂いて一人

でも多くウォーキングに参加

していただけるよう、お忙しい

と思いますがご協力よろしく

お願いします。 

次年度について 田邊 聖 会長エレクト 

皆さまこんにちは。3月 11日

に次年度の会長•幹事会が開

催されました。14日、15日には

PETS に参加してきました。そ

れに伴い、当クラブにおきまし

ても 4月 10日に次年度の役員、

理事の初顔合わせを行いたいと思っています。

また、12 日には地区研修協議会が開催されま

す。出席要請者には改めて詳細を朝見次年度

幹事よりご案内いたします。該当の皆さまにお

かれましては、お忙しい時期とは思いますが、

ご協力をお願いいたします。 

次年度地区社会奉仕部門・ブライダル委員会 

大澤二三夫 委員長 

私も PETS には参加しており

ます。一日、同じことを 9回話す

ことになります。 
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第 5G親睦ゴルフについて 

 坂口正城 IMゴルフ部会長 

4 月 3 日のゴルフコンペ、

着々と進んでおります。 

本日お帰りの際に当日参加

される方は会費 5,000 円を徴

収いたしますのでよろしくお

願いたします。 

会員増強･異業種交流 

 宮城 仁 委員長 

お蔭様で、クラブ内異業種

交流も盛んに前進し、1 月は

105 件、1,281,400 円 2 月は

42 件 1,549,000 円データを目

で確認しますと会員の皆さんも更に団結心が高

揚し、クラブ発展につながると思います。 

団結心が上がれば、増強へと自然体の中で

進む。一人でも多くの会員増強も併せてお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 本日 修正 

 3月 13日 3月 6日 2月 27日 

 1280回 1279回 1278回 

 通常例会 通常例会 
移動例会 

（5G IM） 

会 員 数 33 33 34 

出 席 数 23 24 34 

欠 席 数 10 9 0 

例会出席率 69.70％ 72.73％ 100.00％ 

Ｍ Ｕ 数 1 3 0 

合計出席数 24 27 34 

出 席 率 72.73％ 81.82％ 100.00％ 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 495,392 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 519,392 円  

 

個人スマイル 

  

会員スマイル 

 ふれあいウォーキング全体会議出席よろしくお願

いいたします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城仁会員・小畑正勝

会員・加藤勉会員・馬場知行会員・山口光男会員・松本

安永会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男

会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・田邊聖会員・寺西

修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一

会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・中島安啓会員・

星野光生会員・大石正行会員 
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今後の活動予定 

 

3月 18日

（月） 

第 1281回移動例会 

４RC合同例会 

卓話 平尾良雄 北本 RC会長 

「最後まで自分らしく生きる」 
18：30 点鐘 市民活動センター 

3月 20日

（水） 
振替休会 

3月 27日

（水） 

第 1282回移動例会 

献 血 
12：00～ 鴻巣市総合福祉センター 

4月 3日

（水） 

第 1283回移動例会 

第 5G 親睦ゴルフ大会 

鴻巣カントリークラブ 

4月 10日

（水） 

第 1284回通常例会 

結婚誕生祝い 
外来卓話：老化とサプリメント 

薬剤師 黒沢章様 

4月 12日

（金） 

地区事業 

地区研修・協議会 

大宮ソニック 

4月 17日

（水） 

第 1285回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 24日

（水） 

第 1286回通常例会 

会員卓話：竹内幾也会員  健

康についての卓話 

花チャリティ 

4月 27日

（金） 

委員会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

準備 

4月 27日

（土） 
第 1287回移動例会 
第26回ふれあい鴻巣ウォーキング 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


