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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆様こんにちは。
今月は米山月間で
す。米山記念奨学事
業は日本で最初の
ロータリークラブ
を東京に設立した
米山梅吉氏の遺徳
を称えて東京 RC が
1952 年に立ち上げたものです。日本独自の事業で海
外の学生を日本に招き奨学金を支給し、勉強して卒
業後に母国に帰って日本との平和の架け橋になって
もらうと言う狙いがあります。日本独自の事業です
が 2004 年に開催された大阪国際大会でＲＩにも認
められた民間の奨学制度なのです。
2770 地区の近年 10 年間の統計では中国からの受
入が一番多く 155 名で次に韓国 39 名そしてベトナ
ム 11 名で全体としては 20 ヵ国で男子 81 名･女子
177 名の計 258 名です。因みにロシア 1 名は当クラ
ブのオルガさんです。当クラブが受入れた米山奨学
生は年度計画書 P.67~68 に掲載されておりますの
でご確認下さい。
江原年度では補助金申請をして 2011~13 年度のベ
トナムのグェンさんとご家族のお力をお借りし当ク
ラブ最初の国際奉仕事業を須賀国奉委員長の元、ダ
ナンの幼稚園に浄水器の寄贈ができました。今年度
もまたグェンさんのお力をお借りしてダナンにて国
際奉仕事業を行う予定です。これこそ架け橋になっ
ている見本ではないかと思います。
寄附の種類は「普通寄付」と「特別寄付」の二種
類あり、いずれも使い道は同じです。
「普通寄付」各
クラブが決めた金額人数分を国内の全クラブが納入
しているもので安定財源として重要なものです。
《2016 年度:平均 4,784 円》、
「特別寄付」個人･法人･
クラブよりの任意の寄付で金額は自由で一定金額に
達するごとに表彰制度があります。
《2016 年度:平均
10,651 円》、
2016~17 年度の寄付金収入は 13 億 7305
万円です。ここ 3 年間は毎年の奨学生採用数を増や
しており 2017 年度は前年度 40 人増 780 人枠とした
ため、奨学金や補助金が増加しているとの事です。
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来年 4 月の採用枠は更に 40 人増の 820 人とし数年
間の黒字分を積み立てた奨学事業安定積立財産から
補填する予定だそうです。奨学生の中国人また韓国
人が多いと言う事で今の国際情勢から見ると矛盾し
ていると言う意見もありますがご理解の上ご協力お
願い致します。
この後、地区米山奨学担当諮問の井橋 P ガバナー
そして豊田米山奨学委員長より米山月間に因んでお
話を頂きます。また 8 日 越谷市民まつりでの「越谷
力持ち大会」は素晴らしい事業ですので新会員の皆
様は是非ご参加頂き、お手伝い等を宜しくお願い致
しまして会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、本日例会終了後に
2 階研修室にて定例
理事会を行います。
理事･役員の皆様ご
出席宜しくお願いし
ます。
2、来週 10 日の第 2
例会は 8 日(日)に開
催される第 43 回越谷市民まつりに振替となり休会
です。お間違えの無いようお願いします。
3、16 日(月)に地区大会記念チャリティゴルフコンペ
がプレステージ C.C にて開催されます。井橋パスト
ガバナー並びに安濃会長始め 8 名が参加します。
4、日本事務局よりお知らせです。10 月 1 日よりロ
ータリーレートが 1 ドル＝109 円から 112 円に変更
となりました。
5、ロータリーの友･米山記念奨学事業豆辞典等を
BOX にお入れしましたのでご確認下さい。
◆ 委員会報告
◎ 前年度国際奉仕委員会
吉野寛治委員
前回お話したオーストラリア･カウラ市への桜の
植樹ですがカウラ市長より「市民から感謝の意を表
します」という事で証明書が届きました。木の番号
は 972 番だそうです。安倍さんの隣かどうかは行っ
て確認しないと分かりません。
◎ 社会奉仕委員会
森田 隆委員長
10 月 8 日(日) 越谷市民まつりで力持ち大会を開催
致します。委員会メンバーと関係者は 7 時に市役所
南側駐車場、パレードの参加者は 8 時 20 分に越谷小
学校校庭、その他の方は 9 時 30 分に市役所南側駐車
場集合して下さい。また反省会は「万里の長城」に
て 4 時 30 分より開催しますので皆様のご参加をお待
ちしております。尚、当日は黄色のベスト着用でお
願い致します。

◆ 誕生・結婚祝
親睦活動委員会
誕生祝：大野邦彦、坂巻幸次、清水勝吉、石河秀夫、
神戸廣通、山田託也、山本完治、小林孝裕、
坂田敏信、牛久祐一、瀧田貴夫、小室伸和、
中嶋和興、小暮直正
結婚祝：水野泰男、鈴木 功、鈴木幹夫、中里静博、
吉澤雅隆、稲村敏伸、岡田直己、中村聡久、
小暮直正

◆ カウンセラー委嘱状授与

安濃和正会長

神戸廣通会員…「中嶋和興新会員」
江原武男会員…「牛久祐一新会員」

◆ ﾛｰﾀﾘｰ財団記念品等授与
安濃和正会長
ポールハリスフェロー「小暮直正会員」
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◆ RLI(ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会)パートⅡ
修了書授与 安濃和正会長
「石河秀夫会員・瀧田貴夫会員」

◎ 米山記念奨学委員会
豊田高行委員長
皆様こんにちは
米山記念奨学委員
長 豊田です。10 月
は米山月間という
事でお時間を拝借
致します。皆様の
BOX に豆辞典を入
れておきましたの
でご参照下さい。
本年 7 月 1 日、公益財団法人ロータリー米山記念
奨学会は財団設立 50 周年を迎えました。今年は 50
年という節目の年です。入会間もない方も多く、米
◆ 挨拶
山の意味が判らないでしょうから、いきなりお金の
元青少年交換留学生 メアリー･エレン･ウェイド さん
話をするより少し歴史を振り返ってみたいと思いま
皆さんこんに
す。この事業の名称「米山」とは、日本のロータリ
ちは。去年の留学
ーの父、米山梅吉翁の事でロータリー米山記念奨学
生マーシャです。
事業は梅吉氏が亡くなった後に設立されました。
日本に戻って本
なぜ「米山」と言うでしょう？ 米山梅吉氏は
当に嬉しい日本
1868 年生まれで、19 歳の頃アメリカに渡り留学生
大好き。私は日本
活を送りますが大変な苦学生であったようです。こ
語学校で勉強し
うした自身の体験もあり、後にアジアから日本にき
ます。3 か月間澤
ている留学生を陰ながら支援したと言われています。
田さんの家に泊まります。澤田さんありがとうござ
帰国後、三井銀行に入り 41 歳で常務取締役へとスピ
います。皆様宜しくお願い致します。
ード昇進を果たし飛行機のなかったこの時代に梅吉
◆ 「米山月間に因んで」
氏はたびたび船で海外視察に出かけ、そのなかでダ
◎ 井橋吉一地区米山記念奨学部門担当諮問委員
ラス RC 会員だった福島喜三次氏と出会い「ロータ
担当諮問委員
リークラブ」の存在を知ったと言われています。1920
って何だろうと
年に東京ロータリークラブを設立し梅吉氏は初代会
想われる方は沢
長となります。日本初のロータリークラブとあって
山いると思いま
例会も月に 1 回程度と会員たちの意識も当時はいさ
す。本日の卓話は
さか薄かったそうです。しかし関東大震災が起こり
豊田委員長が細
海外から多くの支援が寄せられた事を機に、会員た
かく具体的に説
ちは奉仕活動に目覚めました。梅吉氏はオフィスの
明するそうです
灰の中から掘り出したロータリーバッジを会員に示
が、私には懺悔しなさいという事なんです。先程紹
しながら「この小さなバッジのように Rotary Spirit
介されたように私が担当諮問委員ですが今年は越谷
は、地震や火災によっても生きながらえ輝きつづけ
RC に米山奨学生が来ていないという事で皆様に怒
る」と言い、以後クラブの運営は一新されたと言い
られますが、米山の計算方式で今年が外れる年にな
ます。1926 年梅吉氏は 58 歳で国際ロータリー理事
ってしまいました。全国で米山奨学生は 780 名、当
となります。梅吉氏は三井信託(株)を創立し、欧米の
地区に 34 名程度米山奨学生が来ます。それに対して
銀行業務を学んで、今に続く「信託」の概念を作っ
2770 地区には 71 クラブある為、来ないクラブは沢
たのも梅吉氏でした。ただ財を成すだけでなく梅吉
山あります。小さなクラブに来ないのは寄付実績等
氏は 1937 年いっさいの公職から退き、私財を投げ打
によってです。大きいクラブは毎年来てしまうので
って青山学院のなかに緑岡小学校を設立しますが、
これは不味いという事でだんだん計算方式が厳しく
授業料以外は保護者から受け取る事なく、そのため
なり、本当に残念ですが今年度は来ませんでした。
経営は厳しく集めた書画を骨董屋に売ってお金に換
諮問委員とはガバナーを終えてから地区の有識者的
えていたそうです。1930 年代は日本に政変が相次い
に貢献しなさいという意味になっている様ですので、 で起こり世界が戦争へと向かい始めます。アメリカ
皆様宜しくお願い致します。
に本部を置くロータリークラブは、戦争のために当
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時スパイ呼ばわりをされ、
東京ロータリークラブも 9
月 11 日の例会で解散を決議し「水曜倶楽部」と名を
変えて存続する道を選び、最後の例会に重い足どり
で前に出た梅吉氏は「新しい組織でもインターナシ
ョナルの精神は絶対に残すべきであり奉仕の理想を
持ち続けなければならない」と力説し、自らの手で
解散する事は梅吉氏にとって相当の無念であった事
は想像に難くありません。梅吉氏が情熱を注いだ緑
岡小学校が 1944 年アメリカの爆撃で灰となってし
まいました。梅吉氏は病に伏せるようになり、戦後
日本のロータリーの復帰を見ることなく 1946 年に
亡くなりました。78 歳でした。
東京 RC 昭和 25 年(1950 年) 秋頃、梅吉翁を偲ぶ
会を開いた際「戦後のアジア民族の融合のために何
か東京ロータリークラブとして考えたいと話し合い
ました。米山さんを記念し称えるためにアジア諸国
からの学生を呼ぶ事も一案ではないかと提案致しま
した。
」 そして国際ロータリーに復帰を果たした東
京 RC 第 60 区ガバナーを務めていた東京 RC 最初の
会長 小林雅一氏も述べています。日本のロータリア
ンもせめて日本にいる外国の留学生諸君をときどき
慰めてやるような催しはできぬものか･･･」1952 年
11 月東京 RC が「米山基金」の構想を発表します。
アジアから優秀な学生を招いて学費を援助し二度と
戦争の悲劇を繰り返さないために「平和日本を肌で
感じてもらいたい」というものでした。海外からの
留学生を支援していたとされる米山梅吉の名を冠す
る事業として相応しいものでした。この米山基金は
わずか 5 年で日本の全ロータリークラブの共同事業
となり、1967 年には財団法人ロータリー米山記念奨
学会が設立されました。という事で本年度財団設立
50 周年を迎えました。 財団法人となった当時、年
間 59 人だった奨学生数は 2000 年までほぼ減る事な
く増え、最大で 1,100 人を支援していました。寄付
額に応じて採用数を調整しており、現在は約 800 人
となっています。一時期より減ったとはいえこの事
業規模は外国人留学生に奨学金を出す民間団体では
日本最大です。
越谷 RC は 2004 年度から昨年度まで継続して奨学
生の世話クラブとなっていましたが、本年度は地区
での選考基準により奨学生の割当が途絶えてしまい
ました。例年のように毎年奨学生が来るクラブにな
るには、選考基準を検証することはもとより、クラ
ブ自体が奨学生の必要性と目的と意味を再認識して
頂き目標額以上の寄付を如何に集めていくか検討す
る事に努めていき、全会員からの温かいご協力をお
願い致します。
「地区の寄付目標額は会員一人当たり
25,000 円以上(普通寄付 5,000 円、特別寄付 20,000
円以上)ですが少額でも結構ですので、一人でも多く

の方にご寄付をお願いし寄付者の割合を増やす事が
寄付額の増進につながるものと期待しています。当
クラブも寄付者率 100％弱を目指し、皆様への周知
とご協力を宜しくお願いします。
」と言いつつも当ク
ラブでは、今後の算出式の改正に期待しご寄付のお
願いを当クラブの目標額は普通寄付＋特別寄付の合
計で 35,000 円以上をできましたらお願い致します。
最後になりますが米山事業の使命は「より多くの
優秀な米山奨学生を受け入れ支援を行い、将来の日
本と世界を結ぶ「懸け橋」となって活躍し、ロータ
リーの良き理解者となる人材をより多く育成する
事」です。この使命を果たすためにはクラブの皆様
に米山事業の主旨をご理解頂きより多くの寄付のご
協力を頂く事が必要不可欠だという事をご理解頂き
まして、皆様に最低 35,000 円以上のご寄付をお願い
申し上げまして、米山記念奨学事業のご説明とさせ
て頂きます。ありがとうございました。
◆ 活動資金他授与
安濃和正会長
「交換留学生 リンさん並びにホストファミリー」
◆ ビジター･ゲスト紹介
元交換留学生 マーシャさん、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①井橋パストガバナー･豊田米山奨学委員長、米山
月間に因んでのお話ありがとうございました。②本
日、結婚･誕生祝いの皆様末長い幸せと長寿をご祈念
申し上げます。③マーシャさんお帰りなさい。そん
なに日本が好きでしたか？/安濃和正会長
＊①マーシャさんようこそ越谷 RC へ！元気そうで
何よりです。②昨日の日韓親善会議解団式にご参
加の皆様お疲れ様でした。/吉澤行雄幹事
＊誕生祝いありがとうございます。/大野邦彦
＊誕生祝いありがとうございます。/坂巻幸次
＊久しぶりに出席しました。/小林悦也
＊①豊田さん米山記念奨学会についての卓話ありが
とうございます。②マーシャさんお帰りなさい。よ
うこそ越谷 RC へ。/井橋吉一
＊結婚祝いありがとうございます。/鈴木幹夫
＊マーシャさんお帰りなさい。やっぱり日本が良い
のかな！②松田先生と一緒に 7 名で徳之島へ行って
きました。大歓迎して頂きました。/中島美三郎
＊リンさんのウェルカムパーティーに妻 美代子が
当日参加にて失礼しました。お蔭様で体力･気力とも
回復してまいりました。/新井 進
＊①豊田米山奨学委員長「米山月間に因んで」の卓
話ありがとうございます。頑張って下さい。②マー
シャさんお帰りなさい。日本語の勉強に来られたと
か。頑張って勉強してくださいよ！/山田二三夫
＊結婚祝いありがとうございます。/水野泰男
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＊誕生祝いありがとうございます。/石河秀夫
＊誕生祝いありがとうございます。/神戸廣通
＊徳之島に行かれた皆様大変お世話になりました。
また良い思い出ができました。/須賀定吉
＊井橋地区米山部門担当諮問･豊田米山奨学委員長
本日は卓話ありがとうございました。/江原武男
＊マーシャさんが日本語の勉強のため 3 ヵ月間私の
家にいます。皆様宜しくお願いします。/澤田裕二
＊マーシャさん！久しぶりようこそ越谷 RC へ。だ
いぶ大人っぽくなりましたね。/森 仁三
＊トンボ絵画展表彰式が終了しました。また安濃会
長出席ありがとうございました。/木内英二
＊①結婚祝いありがとうございます。②マーシャさ
んお帰りなさい！お母さんの大好きなチリワインあ
りがとう！③徳之島にご一緒くださった皆さん大変
お世話になりありがとうございました。/中里静博
＊小暮直正会員ポールハリスフェローおめでとうご
ざいます。次はメジャードナー目指し頑張りましょ
う！/吉野寛治
＊すみません！あまりの天気の良さでネクタイを忘
れてしまいました。気を付けます。/浅見冨司雄
＊米山月間に関わらずご寄付はいつでも受付けてお
ります。宜しくお願いします。/豊田高行
＊誕生祝いありがとうございます。自分でもすっか
り忘れておりました。/山本完治
＊マーシャさんお帰りなさい。2 ヵ月半前に成田で
別れの涙を流したばかりですが、こんなに早く再会
できて嬉しいです。/若海宗承
＊リンさんのウェルカムパーティーに参加の皆様あ
りがとうございました。次の日曜日は市民まつりで
す。文教大学 RAC も宜しくお願いします。/増元 晃
＊結婚祝いありがとうございます。/岡田直己
＊80 歳（傘寿）になりました。誕生祝いありがとう
ございます。/清水勝吉
＊マーシャさんお久しぶり💜 日本語の勉強頑張っ
て下さいね。/中川美紀
＊誕生祝いありがとうございます。/瀧田貴夫
＊結婚記念日と誕生日、ダブルでお祝い頂きました。
ありがとうございます。/小暮直正
＊誕生祝いありがとうございます。/山田託也
＊米山記念奨学について勉強になりました。私も協
力するように致します。/井橋英蔵
＊結婚祝いどうもありがとうございます。/中村聡久
＊申し訳ありません。早退させて頂きます。/森川周
平
＊誕生日のお祝いありがとうございます。/坂田敏信
＊先週入会したばかりですが早速お祝い頂きありが
とうございます。今後共宜しくお願い致します。/牛
久祐一

＊誕生祝い誠にありがとうございます。/中嶋和興
＊日韓親善会議、共通経費の残金をスマイルさせて
頂きます。ご参加頂いた皆様ありがとうございまし
た。/日韓親善会議参加者一同
本日 46 件 89,130 円
累計 790,844 円
◆ 出席報告
本日出席率 66.67 ％
会員数 100 名
出席者数
64 名 出席免除者数 20 名

吉野寛治前国際奉仕委員長

森田隆社会奉仕委員長

澤幡智史
ソングリーダー

鈴木正広スマイル委員

青少年留学生リンさん＆増元ホストファミリー

第 2752 回例会報告（例会日：2017 年 10 月 3 日）担当：飯塚

忠幸

