
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第 1067回例会報告 2017 年 8月 23 日≫ 

                       司会：勝間田 SAA 委員 

 

 

 

 

■点鐘：栗山会長 

「雨の日も長く続きましたが、これからは暑い日が続

きます。体調には気をつけていきましょう！」 

■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」 

：ソングリーダー 井上会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RC ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ唱和 

：本多副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：栗山会長 

 地区米山奨学委員会副委員長 一桝靖人様 

（東京東江戸川 RC） 

 米山奨学生 ベヤード・コーリー様 

■会長報告：栗山会長 

・最終の米山奨学金と「奨学生の終了証（サティフィケ

ート）」をベヤード・コーリー様へ贈呈致します。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、カウン

セラー感謝状が届いておりますので、鈴木孝行会員に

贈呈致します。 

 

 

 

 

 

・ご挨拶：地区米山奨学委員会副委員長 一桝靖人様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：米山奨学生 ベヤード・コーリー様 

：カウンセラー 鈴木孝行様 

・8 月 9 日の例会時に、九州北部豪雨災害支援金を会員

皆様にお願いしたところ 37,000 円の寄付が集まりま

した。クラブ奉仕活動資金口座より 13,000 円を加え

50,000円の支援金を 8月 10日に地区へ送金しました。 

・江戸川区花火大会実行委員会より、第 42 回江戸川区

花火大会が無事に終了とのお礼状が届きました。 

・当クラブが属している東分区の最初のクラブは東京東

RC、その親クラブは東京 RC と思いがちですが、実は

東京北 RCです。また、当クラブは次年度 25周年です

が、この東分区では下から 4番目の新しいクラブです。

そのあたりも念頭において活動しましょう。 

■幹事報告：髙橋幹事 

・次週 8月 30日（水）は、当クラブ創立 24周年記念合

同夜間例会です。 

・9 月 6 日（水）は、第 2 回山本ガバナー補佐訪問日で

す。例会と例会後のクラブ協議会には、全員参加頂け

ますようにご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

■委員会報告 

・クラブ研修リーダー（斉藤委員） 

 「会員全員を対象としたオリエンテーション」を本日

例会後、この会場で開催致します。 

・ロータリーの友もぜひ読みましょう。ミャンマーに学

校を建てる活動した方のお話や、アトランタ国際大会

での出来事についても載っています。 

・ゴルフ幹事（代読：勝間田 SAA委員） 

2017 年 8 月 30 日 【第 1068 回】 

8月 23日の出席率 

会員在籍者数       34名 

会員出席者数       22名 

会員欠席者数    12名 

本日の出席率  66.67％ 

前々回訂正出席率 79.41％ 

8月 30日の卓話 

創立 24周年記念合同夜間例会 

『ロータリアンと寄附行為』 

国際ロータリー第 2580地区 

副幹事 今井 忠様 

（当クラブ会員） 

 

9月 6日の卓話 

第 2回山本和夫ガバナー補佐訪問 

『吉田ガバナーの方針と自己紹介』 

東分区ガバナー補佐 

山本 和夫様 

（東京江戸川 RC） 

 



 10月 18日の東分区懇親ゴルフ大会に 14名の皆様に参

加頂けることになりました。今日と来週の例会で、参

加費を集めさせて頂きます。 

・国際奉仕委員会（入澤委員長） 

 会員皆様に、親睦委員会より、「日台ロータリー親善

会議の出席を兼ねた親睦旅行」のご案内を送付頂いて

おります。日台親善会議の日本の会員の登録料は、

15,000円との連絡が届きました。 

・親睦委員会（佐藤正樹副委員長） 

コーリーさんの米山奨学生期間終了の激励会を本日 18

時より、錦糸町のレストラン レジーナにて開催しま

す。 

 

 

 

 

 

 

■出席状況報告：村社会員 

⇒詳細は 1頁バナー下に掲載 

■ニコニコ BOX報告：佐藤正樹副委員長 

(ご意向)米山奨学生コーリー君が 1年以上もの間、大変

お世話になりありがとうございました。：一桝靖人様

（東京東江戸川 RC） 

(ご意向)コーリーさん、本日は宜しくお願い致します。 

：栗山会長、本多副会長、髙橋幹事、勝間田会員、斉藤

会員、井上会員、佐藤正樹会員、佐藤大輔会員、須藤

会員、山田会員、田村会員、飯塚会員、入澤会員、佐

久間栄一会員、西野会員、村社会員、笹本会員、中村

会員、酒井会員、小松会員 

 

 

 

 

■卓  話（紹介者：勝間田会員） 

『これまでやってきた事、これからやりたい事』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 ベヤード・コーリー様 

 

アメリカはミネソタ州の 4 人家族の家で育ちました。 

大学に行っていない両親の後悔の念から子供たちは幼

少から熱心な教育を受け、姉はまじめで優秀なので期待

にこたえられましたが、私はそんな姉とも比較されるた

め、また反抗心もあり、進学するたびに姉との比較で先

生たちにはあまりにもやんちゃが過ぎ、がっかりさせ続

けました。そんな姉とは例に漏れず仲が悪かったのです

が、お互い成人し、拒食症を乗り越えそれを糧に心理学

者として活躍する姉とは大変仲がよく過ごしています。 

そんな私も大学に進むと態度が変わり、気持ちが入り、

成績が向上します。それは祖母の経験の大恐慌の話や、

2008年のリーマンショックに影響を受け、経済学の重要

性に気づいたためです。それと同時期に、高校の同級生

であった日本人のハーフの友人の影響で、日本への関心

が高まり、今の私の原点となっています。 

そんな大学時代に日本政府主導のプログラムで英語

教師として日本で働けるチャンスをもらい、無事合格し

て卒業後派遣されました。ただそこは、どこでもいいと

言ったせいかはわかりませんが沖縄の離島でした。その

面接は車で 8時間かかる距離にある場所で行われたので、

自腹で飛行機で往復するほどの遠いところでした。また

その上で高校からの日本への思い入れのおかげで受か

ったと思います。 

その離島では 2年働きましたが、その後ワシントン DC

で大使館の秘書官として勤務することになりました。そ

こではアポ取りから、情報、外交公電などでしたが、経

済学をもっと学びたく東京大学の公共政策大学院を受

験し続け、秘書官になってすぐ合格してしまいました。

父に相談した結果、夢をかなえるほうを進められ、再度

日本に渡りました。 

公共政策とは、経済、政治、法の総合的勉強ですが、

私は経済学、統計学、計量学を専攻しました。おかげで

半年で 8kgやせました。 

研究テーマは、中央銀行の外貨貨幣が国の投資環境に

どのような影響を与えるのかでした。その間にいろいろ

な国から来ている友人と知り合ったおかげで、今後、東

南アジアを旅するときは、宿泊代は無料で旅行可能にな

りました。 

自分は 3年間の仕事のおかげでそれなりの貯金があっ

たが、それも勉強に集中しバイトするどころでなく、そ

れも底を尽きかけていました。そのため奨学金を探して

いたところに、米山奨学金に出会いました。ただ面接の

テーマが、いままでまったく勉強していない中国の経済

についてだったため、また同日の統計学のテストのこと

もあり、まったく受かった気がしませんでした。合格も

してないと思って 3ヶ月たったときに合格通知の電話が

入り、一緒に京都を旅行中だった父と一緒に大喜びしま

した。 

奨学金のおかげで、家庭教師のバイトだけで生活に困

ることはなくなり、勉強に集中できるようになりました。

奨学生の行事、ロータリーの活動、ローターアクトの活

動を通じて、多くの経験と出会いをいただきました。今

年 4月の米山奨学生のオリエンテーションでは新入生に

対する卓話をする機会までいただき、大変光栄です。 

東京臨海 RC の思い出としては、東京は大都市で地域

とつなぐことが難しいが、ロータリーを通じて多くの方

と知り合えました。人間が大好きなので感謝です。また、

世界、職業、年齢、理念など違う方に会うことも大変刺

激を受けました。その他、例会、バギオ、沖縄、飲み会

など、仕事以外の活動でも大変学ぶものがありました。 

振り返ると、最初東京臨海 RC に来たときと比べると

かなり成長した自分がいることに気づけました。この成

長を続けていきたいと思います。 

今後の夢は、教授になり、本を出版し、国際機関（世

界銀行、国際通貨基金など）でアジアの国に住み、現地

の言葉を話し、その地域の役に立てる人間になりたいと
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今週のメイクアップ（8/9～8/23） 

思います。そのためにも今はベンチャー企業で当面働い

ていますが、他の会社で働くことを念頭において就職活

動も平行して行っています。 

明日何が起こるかわかりません。そのためにも今を、

そして自分の夢に向かって精一杯がんばりたいと思い

ます。 

最後に鈴木孝行カウンセラーには大変お世話になり

ました。日本でも他に類を見ないほどすばらしい方にカ

ウンセラーになっていただき、また同じ公共政策を学ん

だ経験を共有でき、そして人間として温かく、支援もし

ていただき、バギオにも誘ってくれたのも鈴木カウンセ

ラーでした。この恩に心から感謝します。そして一生よ

ろしくお願いいたします。 

 

■点鐘・閉会：栗山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

姉妹クラブ バギオ・サマーキャピタル RCからの 

お祝いのメッセージ紹介 

 

東京臨海ロータリークラブ会長 栗山義広様 

 

2017 年 8 月で創立 24 周年を迎えられ、バギオ・サマ

ーキャピタルロータリークラブよりお祝い申し上げま

す。 

貴クラブの活動、大変素晴らしいものと私ども会員も

共感しております。 

今後とも交流を深め、世界に貢献できるよう活動して

いきたいと思います。貴クラブの益々の発展、皆様方の

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

バギオ・サマーキャピタルロータリークラブ 

会長 パキート ピマルケス 
（訳.元ﾊﾞｷﾞｵ基金留学生 ｸﾘｽﾃｨﾝ･ｼﾞｮｲ･ﾜﾝｹﾞｯﾄ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ロータリアンらしいロータリアンを目指して 

会長 栗山義広 

 今年度、皆様から推薦を

いただくこととなり、会長

を務めさせていただき、誠

にありがとうございます。 

 また、入会して８年という

ことで、ロータリークラブの

ことを熟知している訳では

ありませんが、皆様の温かい

ご協力のお陰で、同年行事を

迎えることができました。重

ねて、御礼申し上げます。 

 私は、東京中小企業家同友会江戸川支部で知り合った

鈴木会員にお誘いを受け入会しました。入会当初から、

数名の知り合いがおり、すぐに馴染むことができました。 

 最初の仕事は、始まりの鐘を鳴らす役。次に、ニコニ

コなど少しずつ会の運営を理解し、とても自主性の高い

会であることも知りました。 

 その後、親睦委員長の時は、親睦活動の大切さを学び、

社会奉仕委員長の時には、福島に行くことで今起きてい

ることの重大さを学び、奉仕と運営に携わることができ

ました。 

 運営側に立つと、諸先輩方の今までのご苦労に深い感

謝の気持ちが沸いてきました。２４年を迎えることがで

きたのは、先輩方の努力の賜物だと思います。ありがと

うございます。 

 また、自クラブの特徴でもあるバギオ訪問では、娘と

一緒に旅が出来て、フィリピンのバギオの人の生活に触

れることはとても素晴らしい体験でした。 

 私は、ロータリー活動を一生懸命にやればやるほど、

会社が順調に推移していきました。 

 それはやはり、ロータリークラブに職業奉仕という考

え方が根付いているからだと思います。 

 それと多少ではありますが、自分の人間性と倫理感を

磨くことができたのではないかと思っております。それ

が、我社の社員にも伝わった結果だと信じております。 

 今後も、東京臨海ロータリークラブの発展と、１人で

も多くのロータリアンと出会い、切磋琢磨し、地域社会

に奉仕できるロータリアンを目指し頑張ります。 

 皆様からのご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。 

 

 

 

錦糸町のレストラン レジーナで開催いたしました。多

くの方に参加いただき、思い出話に花を咲かせ、これか

らのコーリーさんの夢の共有をさせていただきました。 

飯塚憲貴会員（東京銀座 RC） 

斉藤実会員（東京臨海東 RC） 

佐久間裕章会員（ワールド大阪 REC） 

笹本寛治会員（東京臨海東 RC） 

杉浦孝浩会員（ワールド大阪 REC） 

VOL.24-No.8 

コーリーさん米山奨学生激励会：2017 年 8 月 23 日 


