
第 1278 回例会　　2013 年 2月 27 日

本日のソングリーダー　櫛田　隆治会員

■ビジター
　東京池袋 RC� 加藤　勇夫様　
　　　〃� 中野　正人様　
　　　〃� 並木　正幸様　

■ゲスト
　NHKラジオ深夜便・カイロレポーター
　� 中野眞由美様　
　村山会員夫人� 村山　紀子様　

①青少年交換受入れについて、2013年度の受入れお
引き受けを受諾しておりましたが、諸般の事情に
より2014年度にお願いしたいとの地区青少年交換
委員長よりご連絡がありました。
②地区新世代奉仕委員会アンケート（地区内実態調
査）の速報版報告が届いております。各テーブル
に回覧しておりますので、ご一読下さい。

　会 長 報 告

①東京上野ロータリークラブ第27回奏楽堂コン
サートのご案内です。
　上野の旧東京音楽学校奏楽堂に於いて３月22日
（金）17：00開演　会費無料
　東京藝術大学の方々による、第１部はモーツアル
ト・第２部はミュージカルが行なわれます。
　ご家族もお誘い頂きご出席いただきたいと思いま
す。
　ご希望の方は２月28日までに事務局へお申し込み
ください。
②５クラブ親善ゴルフ大会のご案内です。
　開催日時　４月22日（月）　午前８時30分スタート

　幹 事 報 告

次回のプログラム
　理事会� 11：15～12：00　
　例　会� 12：30～13：30　
　バギオ訪問・地区大会の報告

本日のプログラム
　例　会� 12：30～13：30　
　卓　話　「子ども虐待の防止」
　　　　　　　　　－私たちに出来ること－
　　　　　　　　児童虐待防止全国ネットワーク
　　　　　　　　　　　理事長　吉田恒雄氏
　　　　　　　　　　　紹介者　有我信行会員

●先々週の例会報告　2013 年 2月 6日�

　場　　所　武蔵松山カントリークラブ
　ご参加をお願いいたします。
③昨年の８月５日に開催されました第2580地区第49
回インターアクト年次大会の報告書・大会プログ
ラムが届いております。

④2013－14年度版ロータリー手帳の予約受付中で
す。１部630円

　詳細は回覧をご参照下さい。
⑤２月13日休会。
　　20日地区大会です。いかれない方はメイキャプを
お忘れにならない様に。

3月の例会スケジュール��
３月６日　[1279]
　　　　　理事会　　　　　　　　　　� 11：15～12：00
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　　　　　　バギオ訪問・地区大会の報告

３月13日　[1280]
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　　表題未定
　　　　　　　　　　米山奨学生� 王　慧萍さん
　　　　　　　　　　紹介者　　西島貞枝カウンセラー

３月27日　[1281]
　　　　　例　会� 12：30～13：30
　　　　　卓　話　　未定



卓　　話第1276 回例会

深夜便レポーターが見たエジプトの今
� エジプト在住レポーター　中野眞由美氏

１．今日の天気
今は冬（四季ではなく二季）
東京の雪・エジプトの雨（カイロ・アレキサンド
リア・南エジプト）

２．エジプトはどこにある？どんな国？
はるか彼方のエジプト、アフリカ大陸の北東の
角地
２辺を海、２辺を大地に囲まれて
イスラム圏・アラビア語圏、砂漠の入口、東西
文化の交流点
南北を流れるナイル川、農業の国

３．2011年アラブの春勃発
若者が主導した革命→既存組織にすり替わって
しまった
初の国民参加型議員選挙
2012年モルシー政権誕生→初のイスラム政党
（連立与党）
イスラムに対するアレルギー、穏健派と厳格派

４．2年間の出来事
テロを否定→アルカーイダはいらない（1997.11
ルクソール・テロ事件）
革命デモ犠牲者の家族・友人（2011夏以降）
少数勢力の立ち位置（コプトキリスト教）不安が
増大（2011.10 ～ 11）
イスマイリヤのサッカー暴動（2012.２.２）→警
察はつらい
女性の立場

５．革命2周年（記念行事か報復か）
１月25日（金）革命勃発記念日
１月26日（土）サッカー暴動へ対する判決　→サ
ポーターの怒り
２月１日（金）野党共闘のデモ→暴力は否定

６．若者の反抗
無職（失業率４割）・教育水準の低さ
大人の権威失墜→反抗期を迎えている

７．日本からの遠さ
カイロ・ニューヨーク・ロンドン

23 年間皆出席斉藤会員 8 年間皆出席月井幹事 ２月のお誕生日会員・令夫人



■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 1月 23 日分

修正出席率

32名 31 名 22 名 9名 70.97％ 90.00％

東京池袋社会奉仕委員長　中野正人様／ビオトープ
建設に際し、協力して頂き有難とうございまし
た。５月に完成予定です。昨年12月21日ホタル
放流式に今回社会奉仕委員長様に参加頂き感
謝！７～８月にホタルの鑑賞会を計画してお
りますので、是非皆様参加して下さい。

島田会員／結婚記念日で美味しい果物ありがとうご
ざいました。

村中会員／誕生日より後期高齢者の仲間入りをいた
しました。

櫛田会員／節分を経て春になりました。孫の持って
いる豆をとり上げて91才の老母と分けて食べた
ら、家内から「お母さま～！いよいよ長生きで
すネ～！」と言われて冷汗ものでした。

廣内会員／今週土曜日（九日）旧暦のお晦日。日曜
日はお正月。皆さん良いお年を。来年も宜しく
お願い致します。特に七月から～。

ニコニコ BOX ��第8回定例理事会議事録
開催日時：平成25年２月６日 (水)
　　　　　午前11：15 ～ 12：00
開催場所：ホテルメトロポリタン例会場
出席者：
稲川会長、廣内副会長、月井幹事、櫛田会計、
滝澤 SAA、島田直前会長、村山国際奉仕委
員長、榊原新世代奉仕委員長、有我副幹事、
� 欠席者２名。
議長：稲川会長
【議題１】会計月次報告
櫛田会計より別紙報告書説明　会員31名入金
済み各委員会関係の予算消化が遅れている。
� 理事会承認

【議題２】２月の例会スケジュール
　13日　休会とする
　20日　地区大会（沖縄）
　27日　卓話者　児童虐待防止全国ネットワーク
　　　　理事長　吉田恒雄氏 （紹介者／有我会
　　　　員 ）
� 理事会承認

【議題３】新米山奨学生 （キム・スンジャン ）
　カウンセラー推薦について
　村山国際奉仕委員委員長に委嘱する。　　　
� 理事会承認

【議題４】第2520地区東日本大震災復興支援に
関する協力要請について
「仙台空港にモニュメントを建立する」プロ
ジェクトに義援金の中から寄付することとす
る。金額については近隣クラブと調整して決
定する。
� 理事会承認

【議題５】その他
・退会防止のため理事会覚書について
退会申出のあった会員ならびに既に退会した
会員に対する施策。
規約とせず覚書とする。来月最終案を審議し
決定する。

・会長報告事項
青少年交換留学生の受け入れは2014年度に
なった。
週報を高崎元会員、山口元会員に送っている。
長井元会員にもメール添付で送る。
� 理事会承認

� 以上

2013学年度・新規米山奨学生の面接選考が各地区
で行われ、合格者519人（応募者数：１,532人）が
決定しました。
奨学金プログラム別の合格者数は、博士・修士・学
部課程奨学金が492人、地区奨励奨学金が10人、ク
ラブ支援奨学金が10人、海外応募者対象奨学金（個
人応募）が７人。このほか、海外学友会推薦奨学金
が現在選考中です。
また、合格者の国籍・地域別割合は、中国44.3％、
韓国15.4％、ベトナム10.0％、台湾4.6％の順となっ
ています。今年は昨年度に比べ、中国・韓国・台湾
以外の国籍割合が大きく増加しました。
今後、継続奨学生の辞退などによって合格者数は変
動しますが、新規奨学生および昨年度からの継続奨
学生を合わせた約700人が、2013学年度米山奨学生
となります。
� （公財 ）ロータリー米山記念奨学会ニュースより抜粋

新規ロータリー米山奨学生が決定！



鈴木ガバナーノミニーご夫妻 浦添ＲＣの皆様

「例会場変更」のお知らせ
次週 3月 6日（水）の例会場は２F「曙の間」に変更となります。

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 1月 30 日分

修正出席率

32名 30 名 12 名 18 名 40.00％ 83.87％

●先週の例会報告　　　2013 年 2月 21 日

創立27周年移動例会・浦添 RCとの交流会
於：ケン坊の店　まさかやぁー（19：00 ～ 21：00）

浦添ＲＣの皆様


