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築け未来を行動力と先見の眼で
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＊職業奉仕・米山月間＊へ

佐久間良治君 11/13ブルーコメッツコンサー

トが成功をする様、親睦委員長として御協力

お願いします。

田中昭二君赤い羽根共同募金、協力しま

しょう。結婚記念日祝い。

吉田節美君クラブ奉仕の皆様、先般はご

苦労様でした。

池田隆君、釜谷健一君、河村政孝君、

小林明君、小山雅弘君、久保田皓君、

黒野貞夫君、宮尾紘司君、水野宏君、

水野民也君、永井正義君、中井常雄君、

西川豊長君、鴬谷龍男君、佐野寛君、

鈴木理之君、田部井良和君、舎人経昭君、

津牧孝臣君、上野保君、鷲野義明君、

渡辺辰夫君、吉田敬岳君台風がそれて

良かったです。

久野峯一君、中根三郎君誕生日祝い。

日下部康生君、成田良治君、太田茂君、

和田正敏君夫人誕生日祝い。

伊豫田博明君、竹内眞三君、谷口優君

結蜥記念日祝い。

柵木充明君誕生日、結婚記念日祝い。

◇中山幹事報告

1．次回例会は職場例会で12時30分より東陶

機器にて|淵催致しきす。

2．優良従業員表彰の推薦締切が、 4日とな

っておりますので、ご推薦蛾きます方は、事

務局までお知らせ下さい。

3． ロータリーの友10月号が来ておりますの

でお帰りにお持ち下さい。

◇ロータリー財団奨学生丹内敦子さん挨拶

ロータリーの奨学生として一年間フランス

で勉強してきました。日本では経験できない

様な素lliWらしい滞在ができたのも、ひとえに

ロータリーの皆様と財団のおかげだと、感謝

しております。本当に有難うございました。

騒騒識;難要童》
職場例会（東陶機器㈱にて12時半より）
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◇“君が代”

◇“奉仕の理想',

◇お誕生日祝福

水野(賀)君(5)、中根君(6)、 MIII木君(10)

◇出席報告

会員 70(69)名 出席 53名

出席率 76~81％

前々回 95~65％

◇ビジター紹介 2名

◇ゲスト紹介 財団奨学生丹内敦子さん

米11｣奨学生李宙祐君

◇二コボックス

秋山茂則君今日から神脈月(10月）。今日

は日本中の神様が出雲へ染まり、どこの神社

も留守。

お社へ饗銭投げても神は制守

ニコボックスこそ後利益あらたなり神無月

浅井誠寿君市邨学園創立90周年記念祝賀

会のご案内を申し上げました。どうぞよろし

くご光来の程お願い申し上げます。なおご心

配等は慣例によりご脈用に下さい。

林敏彦君本日より親睦委員の当番です。初

めてですのでよろしく御願いします。

木全昭二君米山月間です。今年も米山を

宜倣〈。

小杉啓彰君来週の職場例会よろしくお願

いします。

へ
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スキは稲穂を意味し、古くは畑作物の収種を

祝い、稲の実りを占う農耕儀礼だったといい

ます。所変って、中国では、「仲秋節」といっ

て、中国の人には格別の意味があり、美しく

真ん丸の月は円満な家庭・親族を象徴するも

のとして、「だんらん節」と呼び、円形の月餅

（げっぺい）を家庭や親しい人への進物にする

習慣があります。

これからお酒の美味しい季節になりますが、

一つ趣向を変えて、だんらんや親睦・友愛を

象徴する月餅を賞味してみたらいかがでしょ

うか。クルミやナツメなどとアンの甘さが混

じったあの月餅の味は、また乙なものであり

ます。

◇講演

“韓国に対して”

米山奨学生（名古屋工業大学）

李宙希君

◇ロータリー財団奨学生修了証書授与

ロータリー財団国際親善奨学金の目的を果

たし、任務を遂行した奨学生に修了証書が送

られ、会長より手渡されました。

一

◇西川会長挨拶

台風20号､21号は本州南方の太平洋上にあり、

束の方に向っていますが、秋雨前線を刺激し

て、昨日は終日雨降りでした。そのため、般

商気温も20度を割り、肌寒い一日でした。今

年は秋のくるテンポが早く富士山の初冠雪も

9月26日で、昨年より13日、平年より4日も

早いそうであります。

10月は、陰暦では「かみなづき」といい、日

本国中の神々が出雲大社に集まり、国々は神

無しの月という意味ですが、その代わり出雲

の国では神々が集まって評定をされ、神有り

の月というそうです。また別に、「酒をかみな

す月」とか、「新穀を神なめの月」ともいい、

季節を表しています。

神々のみならず我々も、10月は色々催しや会

合が多い月で、充実の月、実りの月でありま

すが、ロータリーも色々の行事があります。ま

ず、10月12日、13日は地区大会があり、また、

今月は米山月間と職業奉仕月間で、色々スピー

チをやって頂いたり、職場例会、優良従業員

表彰などがあります。

10月10日は体育の日で、スポーツの秋を象

徴する国民の祝日ですが、スポーツニュース

の大ニュースといえば、アメリカ大リーグド

ジャースの野茂投手のノーヒットノーランで

あります。報道によると、さまざまの悪条件

をはねかえしての快挙だったのであります。「大

リーグで野球をしたい」というプロ(職業人）

の夢をもって単身異国に渡ったこの若者の快

挙は、私共を奮い立たせるものがあります。職

業奉仕とは何か、よく考えてみたいと思います。

話し変わって、仲秋の名月は神々しいばか

りの名月でした。名月には団子とススキをお

供えしますが、由来によると、団子は里芋、ス

…暇

前回の例会で私に今日何か、話して下さい

と言われた時から、昨日まで、何を話せばい

いかずっと考えたんです。ここにいる皆さん

は私よりお歳もはるか上ですから、偉そうに

話すこともできないですし、私が分かってる

ものも皆さんよりす〈ないし、ほんとに悩ん

だんです。私が皆さんよりよく知ってるもの

は今研究してるものしかないんですが、 しか

し、研究してるものの話は、もし、質問があ

れば、多分私が答えられないと思います。な

ぜか話すと質問の中で一番難しい質問は全然

知らない人の質問です。その質問はどこから

答えればいいかを分からないからです。では

私が話しができるものは一つしかないです。そ

れは私が皆さんよりよく知ってる韓国の話し

です。

最近、いろんなニュースで韓国の話しがよ

く出てます。それが北朝鮮の潜水艦のニュー

スです。研究室で皆に聞かれるものが戦争が

起きるじゃないかです。ここにいる皆さんも

多分そのことを考えたことがあるかも知りま

へ
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－米山月間に因み一

木全米山奨学委員長報告

10月は米山月間です｡ (財)ロータリー米山

記念奨学会は、勉学・研究を志して日本に在

留している外国人留学生に対し、国際理解と

親善を深めるために、全日本のロータリアン

の寄付金を財源として、奨学金を支給・援助

する民間最大の奨学団体です。

米山奨学事業は、世界中の各国から日本の

学術や技術を学び、あるいは日本の文化を研

究する目的をもって来日する留学生を対象と

し、やがておのおのの故国の指導的役割を果

す前途有為な青年たちになることを期待して

いる事業であります。

しかし、その受け入れ数は、アメリカ、イ

ギリス、フランス、 ドイツなどの諸外国とは

比較にならないほど少ないことから、日本政

府も留学生の招致に積極的に取り組んでおり

ますが、政府の奨学金を受給する国費留学生

には限度があり、残りの大部分は私費留学生

です。これらの私費留学生に援助の手を差し

のべたのは、ロータリーの国際奉仕として誠

にふさわしいプログラムであり、きわめて大

きな意義を持っております。

ロータリーの国際奉仕活動の一環として、ロー

タリー財団の「国際親善奨学金」と、「ロータ

リー米山記念奨学会」は、まさにロータリー

の国際奨学事業の両輪であります。

当会は財団法人として文部省の管轄下にあ

り、その寄付行為は同省の認可を得て制定さ

れています。

寄付金の種類は2種類あります。

【普通寄付金】

全国ロータリークラブ会員から、クラブごと

に会員1人につき年額定額で寄付されます。

【特別寄付金】

個人・法人として、またクラブとして普通寄

付金以外に寄付されるもので、寄付の趣旨と

して額も時期も問いません。

この特別寄付にたいしては、次のような免税

措置が与えられます。

1．法人からの寄付金

せん。しかし、私は知ってる限り韓国人の中

で戦争を心配してる人は少ないと思います。韓

国人は昔から、北朝鮮の起こしたいろんな事

件を経験したんですから、もう憤れたんです。

戦争が恐くないんじゃなくて、生活の一部に

なったんです。韓国人は日本人が地震に対し

て感じることと多分同じことを北朝鮮に対し

て感じると言えると思います。

そして、韓国としたら、キムチとか焼肉を

思い出すと思います。韓国の食べ物はだいた

い辛いものばかりだと考えるかも知りません。

しかし、そんなことないです。基本的には日

本の料理とそんなに差はないです。特に、納
豆と同じような味噌もあります。刺し身もあ

るし。勿論、辛いものが多いのは事実です。特

に鍋料理は韓国人でも食べられないくらい辛

いものも多いです。でも、韓国の辛さは他の

国の辛さとは違います。他の国の辛さは刺激

的な味ですが、韓国の辛さはもっとやわらか

い味です。キムチを食べてみると分かると思

いますが、色は赤くてもそんなには辛くない

です。キムチに対して、もうちょっと話すと

キムチはいろんな種類があります。多分皆さ

んがよく知ってるものは白菜（はくさい）と

大根のキムチだと思います。しかし、キムチ

はあらゆる野菜で全部作ります。きゅうり、ね

ぎなども使って作ります。そして、水キムチ

もあります。うちに来る日本人は全部そのキ

ムチしか食べないくらいうまいです。自慢じ

ゃないんですが、うちの母のキムチは本当に

美味しいです。

韓国では食べ物に対して、うまさも大切で

すが、その食べ物の量も大切です。若い世代

にはうまさがもっと重要ですが、私の親の歳

なら、量も大切です。ですから、韓国人にお

ごってもらう時、お腹がいっぱいになっても、

もうちょっと召し上がって下さいと言われた

経験が皆さんの中でもあるかもしれません。私

の先生もうちの家で同じことを経験したんで

す。前、ある雑誌で読んだんですが、それが

日本人には迷惑だと書いてあったんです。そ

れを読んで、韓国を全然理解しなくて、勝手

に自分中心に考える人だと思って、気分が悪

くなったんです。韓国に行って、家に招請を

受けた場合、美味しいと思って全部食べると

招請した人はちょっと足りないじゃないかと

思って、また料理を持ってきます。昔から、韓

国ではお客に料理が足りないと感じさせるこ

とは大変失礼だと思われますから、そんなこ

とがあります。ですから、料理はちょっとだ

けは残した方がいいと思います。

皆さんとうちの母の自慢のキムチの味を味
わいたいとおもいます。ではありがとうござ

います。

全

一
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本市ホテルブエナベスタに

て14時より

10/21(月)1.D.M.の為、10/

22(火)八事八勝館にて18時

より

10/21(月)職場訪問の為、万

松寺にて

10/23(水)ユッタリ例会の為、

名古屋観光ホテルにて

10/23(水)夜間例会の為、名

鉄ニューグランドホテルに

て17時15分より

10/24(木)秋の家族会の為、

志摩観光ホテルにて

10/24(木)秋の家族会の為、

10/27(日)長浜ロイヤルホテ

ルにて

10/24(木)職場例会の為、日

本特殊陶業小牧工場にて

10/29(火)夜間例会の為、栄

東急インにて18時半より

10/29(火)名東区小中学校連

合音楽会の為、愛知厚生年

金会館にて

特定公益増進法人に対する寄付金として取り

扱われ、法人の一般寄付金の損金算入限度額

と同額までの金額を、損金に算入できます。

2，個人からの寄付金

個人の寄付金は、特定寄付金として所得税の

確定申告書2面の「寄付金控除」柵に記赦さ

れている算式によって計算した金額が所得か

ら差し引かれます。

ただし、寄付金の控除適用を受ける旨を確定

申告書に記戦し、寄付金領収書および免税許

可書の写しを添付しなければなりません。

戦…"餓触鍔…盤錘米山寄付表彰制度改正鍛翻蝉………

名古屋東RC

名古屋栄RC

名古屋南RC

名古屋名駅RC

名古屋守山RC

名古屋東南RC
表彰

麺類
旧表彰制度 析表彰制度表彰品

銅メダル､-七宝メダル 銅メダル（第1回目のみ）

第1回目のみメダル、楯

第2回目、雅製ファイルと

感謝状

第3回目以降感謝状のみ

第1回目のみ

無

無

メダル
米

山

功

労

者

一

’ 名古屋瑞穂RC

豊山一城北RC

名古屋名東RC

楯
章
群

略

表

有

有

有（地区大会）

銅メダル～-{g東メダル 無

第1回目、革製ファイルと
感謝状

第2回目以降感謝状のみ

無

無

メダル
米
山
功
労
ク
ラ
ブ

ロータリーワールドより

楯

表彰状

有

有（地区大会）

トルコに居住する高齢者をギリシアの

ロータリアンが訪問

f 有 無

功労者ファイルより小さ

いビニール製ファイルと

感謝状

無

メダル

トルコのイスタンブールへ旅行中、ギリシ

アのプレベサ・ロータリー・クラブの会員た

ちは、同地域に住むギリシア系老人ホームを

訪問しました。その訪問中に、ロータリアン

は同胞の老人たちと交歓のひとときを持ち、持

参した食料や生活必需品のお土産を贈呈しま

した。ホームに住む人たちにとって、その訪

問が「温かい幸せと同胞愛、思いやりにあふ

れた数時間となるのです」とロータリアンは

語っています。プレベサのロータリアンは、第

2480地区（ブルガリアのクラブを含む）のそ

の他のギリシアのクラブ会員と一緒に、イス

タンブール・ベイランパシャ・ロータリー・ク

ラブの会員たちと会合するためにイスタンブー

ルを訪問したのでした。敵対視し合った長い

歴史を有す両国のロータリアンたちは、近年、

両国間の友好と協力を増進させることにつと

めています。1993年に、トルコとギリシアのロー

タリー地区は、国際共同委員会を設置して、そ

の委員会を通じて、両国のロータリアンは友

情交換や共同奉仕プロジェクトを進めていま

す。

フ

ェ

ロ

ー

フ
ア
ン
ド

略章 有

米

山

功
労
法
人

感謝状 有 感謝状

へ

功
労
法
人

米
山
特
別

有（地区大会） 有（地区大会）特別製桶

感謝状 1千万達成ごと感謝状

有

'千万達成ごと感謝状

有

ケ
ニ
フ
ブ

達

成

◇例会変更のお知らせ

名古屋南RC 10/16(水)職場例会の為、

NTTマルチメディア情報館

プラネットにて

名古屋東南RC 10/17(木)職場例会の為、㈱

かね貞にて11時より

名古屋北RC 10/18(金)第2回1.D.M.の為、

10/17(木)大加利にて17時半

より

名古屋空港RC 10/21(月)松本空港RC記念

式典参加の為、10/19(土)松

◇次回例会(10月15日）

地区大会報告
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