武 末 喜久治

第 1822 回

平成 26 年 2 月 13 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト
３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊血圧測定
＊外部卓話―元ＧＳＥメンバー
＊プログラム委員会

稲森 愛様

2730 地区ガバナー

大迫 三郎

中部分区ガバナー補佐
尾﨑 敏弘
第 2730 地区テーマ
『職業奉仕の実践』『感動』
高鍋ロータリークラブテーマ
『みんなで力を合わせて行動を』
2 月の月間テーマ
世界理解月間
次週例会案内；2 月 20 日（1823 回）
＊夜間例会 ＆ 歓迎会
場所＝四季亭
米沢上杉ロータリークラブ来訪 13 名
☆高橋康朗君 入会おめでとうございます！

第 1821 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
今月は、世界理解月間と
なっております。月間中、
クラブは、世界平和に不可
欠な理解と親善を強調した
クラブ・プログラムと活動
を実施するよう要請されて
おります。かつ、2 月 23 日
は、最初のロータリークラブ会合が開かれた記念日とし
て、世界理解と平和の日として順守されております。私
自身も、1 月と 2 月の月間で少々の勉強をさせて頂きま
した。入会 3 年未満の方々は是非、本日配布のロータリ
ーの友、
手続き要覧等をご一読して頂きたいと思います。
さて、今日から高橋康朗君が高鍋ロータリークラブの
メンバーとして 1821 回例会に出席して頂いております。
会員数が 48 名となりました。ありがとうございます。
当クラブの最年少者として活躍をご期待申し上げます。
友の輪を更に築いて下さい。
来週の例会には、以前、ＧＳＥでドイツに行かれてま
した稲盛愛様をお迎えして国際的な卓話を頂くことにな
っております。ご期待ください！最後になりましたが、
今月の誕生祝と結婚祝いの 3 名の方々にお祝いを申し上
げます。 本日もロータリーを楽しみましょう！

☆お誕生日・結婚記念日おめでとうございます！

野田君

野田俊一君・青木善明君

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 岩切 洋君
＊次年度中部分区会長幹事
打合せ会
日時 2014 年 2 月 20 日木
場所 ホテルマリックス
＊宮崎ロータリークラブ職
業奉仕賞贈呈式開催案内
日時 2014 年 3 月 4 日火
場所 宮崎観光ホテル東館例会場 12：30～13：30
＊高鍋ロータリーカップミニラグビー大会収支決算書
＊手続要覧 2013 年（日本語版）注文の件
＊児湯准看護学校卒業式のご案内
日時 2014 年 3 月 4 日（火）14 時～
場所 児湯准看護学校
■情報委員会便り(Ｆｅｂ） －米山記念奨学会－
ロータリー情報委員長 平山英俊君
１．米山梅吉 氏
米山奨学事業の記念の
称号を付した米山梅吉氏
（1868－1946）は、幼少
にして父と死別し母の手
一つで育てられた。
16 歳の時、静岡県長泉
町から上京し、働きなが
ら勉学に励み、20 歳で米国へ渡り 8 年間の苦学留学生活
を送った。
帰国後、
文筆家を志して勝海舟に師事したが、
友人の薦めで三井銀行に入社し常務取締役となり、その
後、三井信託株式会社を創立し取締役社長に就任した。
晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハンセン
病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・医療事業
に奉仕した。
米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立
に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足した。
1952 年（Ｓ27）に東京ロータリー･クラブで始められ
たこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発展
し、1967 年（Ｓ42）文部省（現在の文部科学省）の許可
を得て財団法人ロータリー米山記念奨学会となった。
２．米山記念奨学会
世界の平和を願って ―なぜ留学生支援なのか―
【今後、日本の生きる道は平和しかない。それをアジア
に、そして、世界に理解してもらうためには、一人でも
多くの留学生を迎え入れ、
平和を求める日本人と出会い、
信頼関係を築くこと。それこそが、日本のロータリーに
最もふさわしい国際奉仕事業ではないか】事業創設の背
景には、
当時のロータリアンのこのような思いがあった。
それから 60 年余の歳月が流れ、
【民間外交として世界
に平和の種子を蒔く】という米山奨学事業の使命は一貫
して変わっていません。むしろ、今日の世界情勢と日本
の置かれている状況を考えるとき、その使命はますます
重要性を増しているのではないでしょうか。
留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け橋をか
ける尊い奉仕です。

３．日本のロータリーにおける国際奨学事業
(1)ロータリー財団による奨学金
(2)青少年の国際的な学生交換
(3)米山奨学金
財団法人ロータリー米山記念奨学会が行う国際奨学事業、
これは日本に留学する外国人を対象とする点で、前二者
とは全く異なった日本のロータリー独自の奨学制度です。
この事業は、ＲＩが国際奉仕におけるロータリーの基
本方針として明記している「国際レベルの教育および文
化交流活動」そのもので、前者１．とは相互補完の役目
を持つ車の両輪というべき意義を有する。
目
的
将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍す
る優秀な留学生を奨学することを目的としている。
優秀とは
・学業に対する熱意や優秀性は勿論
・異文化理解
・コミュニケーション能力への意欲や能力に優れている
が含まれる。
期
待
ロータリークラブを通して日本の文化、習慣などに
触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリ
ーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人とな
ること。
民間最大の奨学事業
米山奨学生の採用数は、年間 800 人。奨学団体として
は、事業規模・採用数とも、日本国内では民間最大です。
特
色・・世話クラブとカウンセラー
私費留学生の費用の一部を、奨学金として補助する経
済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話ク
ラブとカウンセラー制度による心の通った支援がある。
ロータリアンが個人的接触により、彼らに対話と親睦
の機会を与え、よりよく日本を理解させる。
４．米山梅吉記念館
静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1
（三島駅下車タクシー５分）
米山梅吉の遺徳を偲んで昭和 44 年に開館、 館内には
梅吉の生涯の歩み、ロータリーの文献資料を展示、米山
記念奨学会とは別法人で独自の理事会で運営されている。
３月情報委員会便り (Ｍａｒ）予告; 「決議 23－34」
■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 木浦亨英君
石田喜克君 高橋康朗君の入会を心より大歓迎申し上げ
ます。今月の誕生日・結婚記念日の方々おめでとうご
ざいます。
岩切洋君 高橋康朗君 ご入会おめでとうございます。
よろしくお願い致します。
福本幸良君 高橋康朗君ご入会おめでとうございます。
会議所の会員入会も宜しくお願いします。
（申込書は机の上に置いておきます。）
野田俊一君 誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いあり
がとうございました。

■出席報告
出席委員長 野田俊一君
出席状況（2/6）
会
員
数
48 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
77.78％
前々回の修正出席率
87.23％

＜情報の広場＞
このコーナーでは、親睦に役立つ情報を常に募集して
います。
＜クラブ会報委員会より＞
平山君、森本君、ありがとうございました。
高橋康朗君の入会、本当におめでとうございます。
新人歓迎会が、楽しみです。

ＳＡＡ 井上君

出席委員長 野田君

親睦委員長 木浦君

親睦副委員長 森本君

ピアノ演奏

森幸子さん

2 月の例会案内
2/6
2/13
2/20
2/27

月初めのセレモニー・新入会員入会式
情報便り・雑誌紹介・理事会
外部卓話―稲森 愛様（2010-201 年度ＧＳＥ）
血圧測定・プログラム委員会
夜間例会＆米沢上杉ロータリークラブ歓迎会
例会場変更；四季亭
会員職業卓話

第 7 回高鍋ロータリーカップミニラグビー大会
日時 平成 26 年 2 月 9 日（日）
場所 高鍋町河川敷運動広場

