
　皆様、こんにちは。お客様をご紹介致し
ます。本日ゲスト卓話を頂戴します、富山律子様です。
後程、元ロータリー財団奨学生としてのお話とピアノの
演奏を頂きます。宜しくお願い致します。
　今日はこのロータリー財団奨学生について、少し述
べたいと思います。ロータリー財団奨学生は、地区奨学
生、その他にグローバル補助金奨学生、平和フェローシ
ップ奨学生がありますが、今日のゲストの富山さんは第
2530地区の地区奨学生でした。後程プロフィールは詳
しくご紹介致しますが、オーストリア、ウィーンに音楽の勉
強のために留学をされたと聞いております。ロータリー財
団奨学生の目的は、その専攻分野を問わず海外の大
学あるいは大学院での学業を希望する者に地区補助
金から最大枠20,000ドルを奨学金として支援を提供
し、将来日本や世界で活躍する人材を育成することを目
的とする、とあります。応募条件がなかなか厳しいらしい
のですが、ロータリアンの直系の関係者は対象としな
い、という条件がまずあり、希望する本人が留学先の語
学に堪能なこと、留学先の大学もしくは大学院に合格し
ていることが条件になります。常日頃、会員の皆様から
ご支援を頂いておりますロータリー財団への寄付が、こ
うして地域に根差した活動をする富山さんのような素晴
らしい音楽家を育てていることを再認識したいもので
す。
　私は今年度、地区の青少年奉仕・米山・学友平和フ
ェローシップ委員会合同セミナーで富山さんの演奏を
聴いているのですが、実はその時はzoomでのオンライ
ンセミナーでしたので会社のパソコンの前で演奏を聴き
ました。今日は生の演奏を十分に楽しみたいと思ってお
ります。後程宜しくお願い致します。
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会長挨拶
池田達哉会長

　12月13日夜空にふたご座流星群の流星を4つ発見。そ
の夜空のどこかにある小惑星リュウグウからはやぶさ２が粒
子を持ち帰った。また宇宙誕生のなぞの解明に一歩近づ
く。新型コロナウィルスに右往左往する人間は、世界の真実
のどれだけを解明できているのだろうか？（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／58名　欠席／42名
出席率／58％　前回修正率／64.04％
 他クラブ出席／3名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご出席、ありがとうござ
います。富山さんの演奏を楽しみです。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎富山律子さんの来訪を心から歓迎致します。本日は、
演奏を宜しくお願い致します。福島民報の荒木英幸さ
んのメーキャップを歓迎致します。
 遠藤友紀晴君、竹谷金浩君
◎富山律子さんをお迎えして。富山さんのような優しい
音色を楽しみにしています。 石黒秀司君
◎富山律子さんの素晴らしい演奏、楽しみにしていま
す。 大木勝浩君、高橋孝行君、伊野泰司君
◎結婚記念日の祝花、有難うございました。
 渡邊邦浩君
◎うすいファンクラブ会員、1,000人突破おめでとうござ
います。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

2009-2010年度
ロータリー財団奨学生
　　　　　富山律子氏

いつも大変お世話になっております。私は福島東RCからご
推薦を受けて、オーストリアのウィーンで学ばせて頂きまし
た。今回、石黒さんからお声掛けを頂きまして本日弾かせ
て頂けることをとても光栄に嬉しく思っております。本日は12
月なので、クリスマスの「we wish a merry christmas」
と、ショパンの作品から「子犬のワルツ」「幻想即興曲」「バ
ラード1番」を弾かせて頂きたいと思います。本日はありがと
うございます。

ゲスト卓話

　新会員候補者のご紹介をお願いしま
す。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　11月はロータリー財団月間で、多くの会
員の皆様に温かいご寄付を頂戴しまし

た。本当にありがとうございました。この後もご寄付の受
付は継続しています。特に今年度は石黒ガバナーは年
次基金寄付150ドル、ポリオ基金への寄付30ドル、合わ
せて180ドルを地区で達成しようという目標を立てられて
おります。引き続き宜しくお願い申し上げます。我々の財
団の寄付の用途は様々ですが、その中でも教育に貢献
するという目標から、今日はロータリー財団の寄付を活用
されて奨学生になられた富山さんをお招き致しました。
　富山さんは福島市在住、桜の聖母学院高等学校・桐
朋学園大学音楽学部ピアノ専攻を卒業され、桐朋学園
大学研究科及び桐朋学園大学院大学に進学され、
2010年桐朋学園大学院大学修士課程を修了されまし

プログラム紹介
遠藤友紀晴ロータリー財団委員長

「ロータリーの友」12月号を紹介いたします。

横組　1頁　RI会長のメッセージ「コロナ禍の中で」
　　　7頁　世界のクラブの例会は
　　　12頁　どうなる、クラブの今後
　　　22頁　飛躍する台北
　　　　　　47ポール・ハリスとロータリー第3章
縦組　4頁　環境中の有害物質の健康に与える影響
　　　　　　錆びる媚びる老ける

　10月16日に会津へ旅行に行かれた方、
芸術作品を作られたと思いますが本日届いております。
お持ち帰り頂くようお願い致します。来週のクリスマス家
族会ですが、ご協賛を皆様からお願いしたいと思いま
す。事務局もしくは私の方まで連絡を入れて頂ければ、
当日でも構いません。協賛品を事前に分かっているので
あれば、ご連絡頂ければと思います。

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

山口薬品㈱
代表取締役　山口　仁君

次 回 第24回例会
令和2年12月24日㈭
年次総会 ・ 会員卓話

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

〒963‒8501  郡山市向河原町 159‒1

（公財）星総合病院
理 事 長 星　　北　斗

☎ 983‒5525　　983‒5526
〒963‒0725  郡山市田村町金屋字孫右エ門平89

㈱堀川環境セキュリティー
代表取締役 堀　川　紀　房

☎ 944‒9514　　944‒9524

た。2009-2010年度のロータリー財団国際親善奨学生
としてオーストリア・ウィーンに留学をされました。国際親
善奨学生ということで、所謂アンバサダー的なお役目も
担ってオーストリアに留学されていたということです。
ウィーンの国立音楽大学教授のトーマス・クロイツ・ベル
ガーさんに師事されました。2005年に日本ピアノコンクー
ル特級1の部A群全国大会の第1位を獲得されておりま
す。2007年にはショパン国際ピアノコンクールinアジアで
入賞されております。ロシア国立モスクワ音楽院マスター
クラスを修了されております。2008年には横浜国際ピア
ノコンクールの特別賞を受賞されております。現在は全
日本ピアノ指導協会の指導会員です。そして福島メー
ルハーモニーのピアニストをお務めになって、ムジーク
フォンクララという室内楽のコンサートを主催する団体を
主宰されております。
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