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１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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本日のプログラム
平成２９年１１月２２日第８３５回
ソング「それでこそロータリー」
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓話：湯浅町ブランド戦略推進室
経営戦略官 常詰雅幸様

前回の報告（第８３４例会）
開 催 日 平成２９年１１月１５日（水）
点 鐘 大 浦 会 長
ソング「手に手つないで」
ゲスト米山記念奨学生
アマル・ジュリアンさん（海南東RC）
米山記念奨学会 委員長
山本 佳弘様（田辺はまゆうRC）

●会長の時間●大浦 輝彦君
皆さんこんばんは、本
日もご出席ありがとうご
ざいます。本日は地区米
山奨学生 アマル･ジュリ
ア ン 様（海 南 東 ロ ー タ
リ ークラ ブ ･フ ランス 出
身）に お 越 し 頂 き ま し
た。遠いところありがと
うございます。後ほどの
卓話、皆さん楽しみにし

次回のプログラム
１１月２９日 紀州高圧㈱営業部長
岡 義久様
１２月 ６日 地区IT委員会
田辺弘樹様（堺清陵RC）

ていますので、よろしくお願いいたします。
又、同伴者として、米山記念奨学会委員長の山本
佳弘様（田辺はまゆうRC）にお越し頂きました。
ありがとうございます。
先週は、４日連続お酒を飲む機会が続きまし
て、体調のことを考えると少し量を調整すれば良
いと思うのですが、中々調整できなく、勢いに任
せて飲んでしまいまして今週は月曜日から体調不
良でした。皆さんもこれから忘年会等も続いてあ
ると思いますので、気をつけて頂きたいと思いま
す。１１月はロータリー財団月間であります。財
団月間では少なくとも1回の例会プログラムを、財
団に関する内容とすることが求められていますの
で、少し調べてきたことを話させていただきたい
と思います。
ロータリー財団の父と呼ばれるが、RI６人目の
アーチ･クランフ会長だそうです。1917年に、当時
の会長アーチ･クランフが米国ジョージア州アトラ
ンタの国際大会において、「ロータリーが基金を
つ く っ て、全 世 界 的 な 規 模 で 慈 善、教 育、そ の
他、社会奉仕の分野で、何かよいことをしようで
はないか」と提案したのが始まりであるそうで、
数カ月後、新しく誕生した基金は、米国ミズーリ
州カンザス・シティーRCから米貨26ドル50セント
を最 初の寄付金 を受け取り ました。当初、こ れ
は、クランフ会長への記念品の購入資金でした。
しかし、ミズーリの人たちは、記念品の代わりに
基金に寄付することを決定しました。次の寄付は
その後米国カリフォルニア州サンフランシスコRC
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から寄せられまして、基金がやがてロータリー財
団に発展して行ったそうです。
その後、1928年ミネソタ州ミネアポリス国際大
会で、この基金はロータリー財団と改称されたそ
うで、国際ロータリー内の別個の存在になりまし
た。当時、管理委員であったアーチ･クランフは次
のように述べています。
「われわれはこの財団を今日明日の時点ではな
く、何年、何世代の尺度で見つめるべきです。な
ぜなら、ロータリーは幾世紀にもわたる運動だか
らです」と述べたようです。
アーチ･クランフ以上に財団の目的、将来を理解
した人はいなかったようです。当初より、アーチ･
クランフは、ロータリー財団が、奉仕の理想に結
ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交
によって国際間の理解と親善と平和を推進するた
めのものと認識していて、ロータリアン誌の1928
年9月号の記事で、この目的の達成方法として、学
生の交換、グループの交換、国際事業関係を通じ
ての友好等、例を挙げています。1928年にアーチ･
クランフが思い描いたプログラムの多くは、現
在、奨学金、研究グループ交換、マッチング･グラ
ントなどの形で生き続けています。
その後、色々な活動を続けて、1947年には最初
の財団プログラムが実現されたそうで、内容は、
高等研究奨学金と呼ばれ、1年目は、米国、ベル
ギー、英国、フランス、メキシコ、中国の18人の
若い人たちが選ばれて、他国でそれぞれの専門分
野を勉学したそうです。当時、この人たちはポー
ル・ハリス・フェロー､ロータリー・フェローと呼
ばれていましたが、これが最初のロータリー国際
親善奨学生だったそうです。本日お越し頂いた、
アマル･ジュリアン様にも日本でしっかりと学びま
して、経験を重ねて頂きたいと思います。以上で
会長の時間を終わります。ありがとうございまし
た。

◆会員担当委員会（吉水志朗君）
新たな職業分類を開きます。
建設・土石・実業の舗装業

●出席報告●
会員数

出席者数

出 席 率

本日の出席

１７名

１０名

５８．８２％

１０／２５

１７名

１６名

９４．１２％

●ニコニコ箱報告●
山本佳弘様：本日はよろしくお願いします。
大浦輝彦君：みなさんこんばんは！！アマル・
ジュリアンさん、本日はようこそお
越しくださいました。後ほどの卓話
宜しくお願いします。
辻本正成君：アマル・ジュリアンさん、本日はよ
ろしくお願いします。
上野祥弘君：アマル・ジュリアンさん、本日は宜
しくお願いします。
前
任君：米山奨学生アマル・ジュリアン様、
米山奨学会委員長 山本様、本日有
難うございます。
平松一彦君：大阪国税局 局長表彰を頂きました
芝
毅君：アマル・ジュリアンさん、今日よろ
しくお願いします。

●幹事報告●辻本 正成君
◆例会変更（掲示）
◆ハイライトよねやま
◆11月の月信発行日について
◆ガバナー事務所より
地区大会の御礼

●各委員会報告●
◆１１月の会員誕生日
梅本茂喜君
川島信治君
宮崎晴雄君
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●卓話●
「私と日本の縁」

で、一緒に受ける事になって合格になりました。
今は和歌山大学でマニピュレータ設計と制御の研
究をやっています。大学は高いので、お金には
ちょっと困りましたがロータリーのおかげで安心
して研究をできるようになりました。その上、
様々な国際活動をできる機会を与えていただき
とっても感謝しています。無事に卒業する為頑張
ります !

米山記念奨学生 アマル・ジュリアン君
（海南東RC・フランス出身）
私はフランスのアルザス県に生まれました。ハ
ントシュハイムっという町に住んでいます。アル
ザス県の一番大きな町はストラスブールです。ス
トラスブールはヨーロッパの一つの“首都”とし
て選ばれました。様々な観光スポットや大事な施
設がそこに集まっています。たとえば、ヨーロッ
パ議会、ストラスブール大聖堂とストラスブール
大学。そして最後に、ドイツの侵略の跡が残って
います。一番分かりやすいのは、今でもお年寄り
の人たちがフランス語ではなく、アルザス語を
使っています（フランス語とドイツ語の中間みた
いな言語です）。そのせいで、私は自分の祖父母
と話すことがたまに難しいです。
このような環境の中で、私は科学を勉強しまし
た。昔から物理学にすごく興味があったので、物
理専門の大学に入りました。でも、高校から、日
本についてはちょっと勉強していました。すごく
不思議な国と思いました。最新技術に注目してい
る国なの に、まだ伝 統、寺と神社が残ってい ま
す。地震と台風が激しいのに、経済はトップクラ
ス。当時は日本の事を授業で勉強するか、アニメ
でしか見た事がなかったので、一度旅行に行きた
いと思っていました。そこで2010年の夏に友達と
東京を観光に来ました。そこですごく楽しい経験
をしました。特に印象に残ったのは、人の礼儀正
しさです。とっても安全と楽しい国に見えたの
で、機会があればぜひ戻りたかったです。
旅から戻った後、私はどんどんロボットの研究に
●閉会点鐘●
惹かれたので、工学学校に入りました。そこでロ
ボットの設計や制御を勉強しました。でも、フラ
ンスの工学学校を卒業するためには、二つの半年
のインターンシップは必要です。研究者を目指す
私は、大学でインターンシップをするの方が大事
でした。私の大学は、日本の和歌山大学とパート
ナでしたので、そこで再び日本に戻りました。そ
こで初めてちゃんと日本に住むようになったの
で、いろいろ難しいかった。得に料理はぜんぜん
なれてなかったので大変でした。でもいろいろな
ところを観光して楽しかった。研究のため来てた
ので、ドローンの移動を制御する研究をしまし
た。
インターンシップが無事に終わって、フランス
へ帰って工学者として卒業しました。でもヨー
ロッパで研究者として働きたいなら、三年の会社
の経験が必要だから、迷いました。日本がとって
も魅力的に見えましたので、日本で就職活動をや
る事になりました。一年のワーキングホリデーを
とりました。残念ながら漢字は苦手なので、ほぼ
全部の面接は駄目になりました。フランスに帰る
ところだったけど、和歌山大学の時代の友達が私
に連絡をしてきて、和歌山大学で博士課程を取り
たかった。私も昔から研究者をやりたかったの
３

