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　皆さんこんにちは。11 月３日にアイフォンⅩが
発売されました。有機ＥＬが使用され、顔認証での
ロック解除など便利機能が満載のようです。
　本日は皆さんが使用されているスマホや携帯電話
などでのホログラム表示を可能にする？世界最薄の
ナノホログラムの開発についてお話しいたします。
　ＳＦ作品に登場する宇宙船のブリッジで通信に使
われたり、場合によっては登場人物の所有する小型
端末にもその機能が付いていたりするホログラム。
　ＡＲ技術を使えばメガネやスマートフォン越しに
似たようなことが可能ですが、裸眼で直接見られる
ホログラムの研究も行われています。
　オーストラリアの首都メルボルンのロイヤルメル
ボルン工科大学で開発されたナノホログラムを使え
ば、現在使われているスマホのような小型端末によ
るホログラムの表示が可能になるそうです。
　ナノホログラムは、これまでに研究されてきたホ
ログラムを表示するための素材よりも薄く、その厚

みは人の髪の毛の 1000 分の１だそうです。
　同大学の Min Gu さんが言うには「ホログラフィ
を電子機器に組み込むことで、画面のサイズは問題
ではなくなります。ポップアップする３D ホログラ
ムによって、スマホやスマートウォッチに収まらな
い情報も上手く表示されるのです」とのことです。
100 年前には想像もできなかった技術でしょう。
　毎日、世界のどこかで内戦やテロ事件が発生して
います。またミサイル発射や核実験も行われていま
す。戦争の無い世の中や水や食糧不足による飢餓な
どとても無くなるものではない、無くせるものでは
ない。そんなこと考えても仕方がない。ロータリア
ンの皆さんでもそう考えてしまう時はないでしょう
か？
　『月世界旅行』や『海底２万マイル』の作者ジュー
ヌ・ヴェルヌが言ったとされる「人間が想像できる
ことは、人間が必ず実現できる」という言葉の中に
人類の可能性を感じずにはいられません。ホログラ
ムのような技術的な進歩もさることながら、ロータ
リアンとしてその言葉の意味をとらえた時「人間が
想像する平和な世界は、人間が実現できる」と読み
説くこともできます。
　人間として、またロータリアンとして、テロや戦
争の無い世の中を想像して、皆が平和に暮らしてい
ける世の中を実現するために、共にロータリー活動
を行っていきましょう！

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．本日、ＭＹ　ＲＯＴＡＲＹアカウント登録方法
のマニュアルを受付にて配布致しましたので、皆
様アカウントの登録をお願い致します。（会員名
簿に載せているアドレスで登録）

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．11月20日夜間例会の出欠の案内
４．地区大会出欠の案内
５．きみつ秋花火実行委員会より御礼状
６．ザ・ロータリアン（英語版）



７．財団室NEWS（11月号）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（11月号）
　　＊新ロータリアン：坂本会員掲載（Ｐ８）
３．地区大会案内
４．枝豆収穫祭の写真
５．ＭＹ　ＲＯＴＡＲＹアカウント登録方法のマ

ニュアル

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
11月の誕生祝・私の記念日

米山記念奨学会委員会
2017−18年度特別寄付　報告

時下俊一委員長
　本日私時下が寄付をしました。
　本年度の米山奨学会特別寄付の数値目標について
は執行部のご配慮により、１名となっており、年度
目標は達成しました。従って、大変申し訳ありませ
んが、以前より継続的に寄付を続けていただいた廣
田副委員長や、昨年度寄付を頂いた鈴木直前会長、
石川会員或いはそのほか寄付をご希望されている皆
様にはあえてお声掛けをしていません。

プ　ロ　グ　ラ　ム
卓話「希望の風奨学金」について

国際ロータリー第2790地区
地区補助金プロジェクト委員会

委員長　清水　隆様（千葉若潮ＲＣ）
　改めましてこんにちは。
　地区Ｒ財団　地区補助金プ
ロジェクト委員会の清水でご
ざいます。
　2010年－2011年度ガバナー
会は、東日本大震災後、すぐ
に義捐金の募金をスタートい
たしました。ＲＣ会員有志に
よる東日本大震災支援検討委
員会を発足、現在は「東日本大震災青少年支援連絡
協議会」と名前を変えております。ここに至るまで
に、何をしたら良いのか色々なプログラムが考えら
れました。その中で過去の歴史から学んだこと、
「関東大震災、阪神淡路大震災、新潟中越地震」で
のロータリーの先輩方の義捐金の使い方でした。
　次世代を担う子供たちの救済に向けられていま
す。人を育てる環境づくりに視点を定めた支援を実
施していました。
　この伝統を引き継ぐことにより「ロータリー希望
の風奨学金プログラム」がスタートすることになり
ました。
　ロータリー希望の風奨学金の概要をご説明いたし
ます。
奨 学 生 の 条 件：東日本大震災で両親もしくは片

親を失った「遺児」で、大学
（短大を含む）または、専門学
校に学ぶ者

奨 学 金 の 条 件：入学から卒業まで、毎月５万円
を継続して給付し、返還を求め
ない。

申請から給付まで：震災各県高等学校・遺児家族・
本人より在籍高校の推薦を取
り、申請をおこなって下さい。
資格審査（書類確認）の上、遺
児及び推薦学校宛に「給付開始
決定通知」を送付する。大学・
専門学校入学と同時に、在学証
明書を当協議会に送付する。こ
こまでを完了しますと奨学金の
給付開始となります。

給付後のフォロー：奨学生が進級する毎に在学証明
書を送付して頂く。留年や停学
等で在籍証明が更新できない時
は給付停止となります。

　詳しい応募要項は、第2790地区ホームページよ

谷口　弘志 33. 11. 3Ｓ.

11月の誕生祝
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り、財団委員会、ロータリー希望の風奨学委員会よ
り資料の確認をお願いいたします。
　2014年（平成26年）９月に被災地の視察に行っ
て来ました。2011年３月11日に起きた東日本大震
災から３年と６カ月が経過した時点では、東北の被
災地では未だに震災の傷跡がたくさん残っている現
状でした。しかし、復興は着実に進んで来ていまし
た。メディアからの東日本大震災の情報が年々数少
なくなってきておりますが、私達ロータリアンの記
憶から「被災地」を決して忘れてはいけません。
　復興が進んでいくと共に経済環境も良くなってい
ると思いがちですが、被災地の人達、特に子供達の
ことを考えなければなりません。真の復興と呼ぶに
はまだ時間と月日が必要であると考えています。
　現地で、宮城県ＰＴＡ連絡協議会と、石巻市中学
校、校長会会長とお話をさせて頂きました。ロータ
リー希望の風奨学金の内容をご理解の上で、中学生
の時期から進学の希望が叶う夢を学生達に指導して
頂く事をお願いしてきました。東日本大震災の記憶
が風化しないうちに、皆様のご理解とご協力を頂い
て多くの財源を確保していき最後の遺児が卒業する
まで見届けていきたいと願っています。
　対象となる遺児たちは、国から補助金を小学校、
中学校、高校までは受けられますが、その後の大
学、短大、専門学校に進学する為の補助金を受ける
ことができません。
　次世代を担う子供達の救済が人を育てる環境づく
りとなり、しいては地域社会や、国の発展にも繋が
ると考えています。
　この当時の厚生労働省の資料によりますと、岩
手、宮城、福島の３県の震災で両親を亡くした18
歳未満の子供が241人、片親を亡くした子供が1,483
人。合わせて1,724人には成るだろうと考えられま
す。プログラムが対象としている22歳まで拡大す
ると、約1,900人位にはなるだろうと考えられま
す。
　子供達に、先にある未来を与えることが出来るプ
ログラム、それがロータリー希望の風奨学金である
と思っております。
　地元メディアを通して被災者達に届くロータリー
希望の風奨学金プログラムの情報は「ロータリアン
は東日本大震災を決して忘れません。全ての遺児が
進学の希望を叶えることを目標に、粘り強くプログ
ラムを推進します。」と言うメッセージとなって多
くの人達に勇気を与えています。寄付をするだけで
なく共に考え継続していく事が子供達に未来や希望
を与えられると思っております。
　私達ロータリアンが被災地を忘れず、先の長いプ
ログラムの終了まで粘り強く継続し、最後の１人を
卒業させるまで、暖かい心を持って見守っていきた

いと願っています。
　どうか、皆様のご理解ご協力をよろしくお願いい
たします。

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 清水様、本日は貴重なお話をありが

とうございました。
 平野様、お忙しい中ご来訪頂きあり

がとうございました。今後ともどう
ぞ宜しくお願いいたします。

 新たなハードツールや新しいソフ
トなどの技術革新と同様に、ロータ
リアン一人ひとりが率先して考え、
行動することにより、ロータリー活
動もブラッシュアップしていけると
信じています。100年前には想像も
出来なかった平和な世界をロータリ
アンの知恵と工夫で実現していきま
しょう！！

 本日は結婚記念日でした。お花あり
がとうございます。これでまた１年
はもつと思います。

 ～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動の
両立」を共に目指して行動しましょ
う！

荒井潤一郎 かずさマジック、初戦勝利！９日
の２回戦もみんなで応援しましょう
～！

谷口　弘志 記念日のお花を頂きありがとうござ
いました。記念日に京セラドームで
“かずさマジック”の応援で盛り上が
りました。第二回戦も応援頑張りた
いと思います。

 誕生祝いありがとうございました。
川名　正志 先週の例会では長女の結婚祝を頂き

ありがとうございました。早く孫の
顔が見たいと思っています。

 又、本日は千葉若潮ＲＣの清水様、
木更津ＲＣの平野様、ようこそおい
でくださいました。

廣田　二郎 ・かずさマジック、初戦勝利バンザ
イ！

 ・記念日のお花ありがとうございま
した。（大阪より帰ったら、少々
ボケ気味の母が「つれあいがい
なくなったのに何故花送ってくる
の？」って女房に聞いていまし
た。だいぶボケてます。母も11
月3日の結婚でした…ボケている



のは私か？）
 ・枝豆収穫祭の写真ありがとうござ

いました。
原田　健夫 11月３日マジック、何とか勝利。次

回は11月９日ＪＲ東日本かな？これ
に勝てば…。

 私の記念日のお花頂きました。綺麗
な花を妻と二人で眺めさせて頂いて
おります。

早見　秀一 清水隆様「希望の風奨学金」卓話あ
りがとうございました。

 かずさマジック、初戦突破おめで
とうございます。応援に行かれた皆
様、大変お疲れ様でした。

 先週の席替え抽選の当選品を頂きま
した。ありがとうございます。

 枝豆写真頂きました。ありがとうご
ざいます。

倉繁　　裕 先週３日、かずさマジックを応援さ
れた皆様、お疲れ様でした。９日に
加えて10日以降も準備を整えたとこ
ろです。今回は、今週さらに期待で
きそうです。

別府　明人 ９日、また多くの方と京セラドーム
でお会いするのを楽しみにしており
ます。

小川　哲也 清水様、君津ＲＣへようこそ。貴
重なお話しをありがとうございまし
た。

 君津のメンバーの皆さんとは９日に
京セラドームでお会いしましょう！

鈴木　荘一 本日は地区より平野様、清水様、
卓話して頂きありがとうございまし
た。

大住　昌弘 11月３～５日、３連休のスタート、
かずさマジック勝利おめでとうござ
います。当日は高校の同窓会で盛り
上がった勢いでかずさマジックの勝
利に酔いしれました。応援に行かれ
た皆さん、お疲れ様でした。私は居
残り、５日泉南でゴルフし、ヘトヘ
トになって昨夜戻りました。

岡野　　祐 かずさマジック、初戦突破おめでと
うございます。11月３日は全市民が
大阪に行ったみたいで、街は開店休
業状態でした（笑）。

黒岩　靖之 かずさマジック、初戦突破おめでと
うございます。優勝目指して二回戦
も勝ちましょう！

武田富士子 ４日土曜日の産業フェアーで焼そば

300食分作りました。お客様のおか
げ様で完売しましたが、味つけ用の
ソースが変っていて、昨年と比べて
しまうと加減を調整しながらでした
ので、ちょっと不出来でした。残念
です。肉にきちんと味をつけて天か
すを入れ、キャベツと富士子の愛情
をいっぱいいっぱい詰め込んだので
許してもらいました。

時下　俊一 京セラドーム応援の皆様、お疲れ様
でした。荒井さん、早見さん、応援
スペースの確保ありがとうございま
した。

内藤　智介 清水隆様「希望の風奨学金」につい
ての卓話ありがとうございます。皆
さんには来週募金ＢＯＸを回させて
頂きますので、多大なるご協力をお
願いします。

内山貴美子 枝豆収穫祭の写真をいただきまし
た。ありがとうございます。清水
様、本日は卓話ありがとうございま
す。

喜多見　貴 ４日に支店の女性社員の結婚式に出
席してきました。すばらしい結婚式
で心が洗われました。自分も初心に
戻り奥さん孝行してみようと思いま
した…。

松井泰次郎 かずさマジック応援お疲れ様でし
た。11月９日（木）又皆さん一緒に
応援がんばりましょう。

大森　俊介 清水委員長、平野副委員長、本日は
ありがとうございました。かずさマ
ジックまず１勝！次戦も頑張って下
さい。

吉野　和弘 写真、頂きました。
福田　順也 清水様、卓話ありがとうございまし

た。
村上　　進 皆様、こんにちは！！平野さん、清水

さん、ようこそ君津ＲＣへ。清水さ
ん、卓話ありがとうございました。
11月３日のかずさマジック応援、
おつかれ様でした。２回戦の応援も
行って来ます。

谷　　浩司 かずさマジックの初戦の勝利、おめ
でとうございます。接戦でハラハラ
しましたが、みごとな逆転勝利で、
次戦も勝利を願っています。

永嶌　嘉嗣 先週は点眼薬のアレルギーで文字
通りひどい目にあいました。ここ２
～３日でようやくよくなってきまし



た。
吉田　雅彦 清水様、平野様、本日はありがとう

ございました。先日の社会人野球に
てかずさマジックさんの勝利、おめ
でとうございます。奇しくもニッセ
イも逆転勝ちしており、あまり目立
たないようにして欲しいなというの
が正直な気持ちです。

遠田　祐治 かずさマジック応援ありがとうご
ざいました。テツゲン本多も先発で
３回無失点で抑えることができまし
た。９日もがんばります！

宮嵜　　慎 清水様、平野様、来訪ありがとうご
ざいました。又、貴重な卓話ありが
とうございました。


