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♦会長挨拶         木本会長 

みなさん、こんにちは。 

早いもので１０月の例会も本日を含め、あと２

回となりました。 

先日、私事ですが弊社の協力業者会と長野県に

旅行に行って

きました。あ

まりの人の多

さにびっくり

するとともに、

こんなに人が

動き始めてい

るのだという

のを実感しました。 

道路も各高速が渋滞で、今後時間が読みにくく

なっていくでしょう。ただ、その分バスの中で

コミュニケーションをとることができたので、

総合的に楽しく過ごすことができました。 

また、先日の地区大会、お疲れ様でした。今回

はバスを貸し切り、藤沢西ＲＣを招き、非常に

有意義な時間を過ごすことができ、4 つの問い

にある「好意と友情」を深められたのではない

かと思っています。 

来月には新会員と米山奨学生による研修日帰

り旅行もあります。佐藤Ｇの提唱している「取

り戻そう！」が少しずつ動き始めているのを実

感しています。 

なお、地区大会では第２７８０地区・第３Ｇで

米山の寄付金額が第３位になったことをご報

告いたします。藤沢南ＲＣの代表として、みな

さんのおかげで表彰をされたことも重ねてご

報告いたします。 

最後になりましたが、本日ご入会の大嶋芳人さ

ん、おめでとうございます。 

   

例会日■2022 年 10 月 24 日(月) 会場■隠れ里 車屋  開会点鐘■12：30 

■http://www.fujisawaminami-rc.com 

■E-mail：f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ 

 

  
           

プログラム 

開会点鐘 ·········· 木本会長 

四つのテスト         羽原幹事 

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 

ロータリーソング       松長会員 

 奉仕の理想 

 藤沢南 RC の歌   

会長挨拶 ·········· 木本会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：高科米山奨学生委員長  

閉会点鐘 ·········· 木本会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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また、本日はビジターで岩澤雅和さんにお越し

いただきました。ご入会をご希望されている方

なので、皆さん宜しくお願い致します。 

それでは今日も１日スマイルで！ 

♦来賓 ビジター 

岩澤雅和様（木本会長ご紹介） 

趙劉興様（米山奨学生・中国） 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （結婚記念祝） 

友野   23 日   瀬戸   2 日 

（配偶者誕生祝）   馬場   7 日  

永松   7 日   長谷川   22 日 

山田   9 日   山根     25 日 

◆本日のプログラム  

新規入会 1名 岩澤さん今後とも宜しくお願い

致します！ 

ゲスト 2 名をお迎えしました。 

木本会長にポールハリスフェロー2 のバッチが

進呈されました。おめでとうございます！ 

   
本日の卓話は、高科会員より、米山財団、米山

梅吉さんについて教えて頂きました。クイズ形

式で、分かりやすかったです。 

米山留学生の趙さんに奨学金のお渡しがあり

ました。 

     

卒業論文を書きながら、公認会計士の予備校に

通い、毎日忙しいとの事。そんな日々でも、ロ

ータリーの各種行事には、出来るだけ参加した

いとの事でした。趙さん、頑張って下さいね！ 

連絡事項 

先日のゴルフ大会で、クラブから 30 ドルの寄

付をしました。 

地区大会で南ロータリークラブが表彰されま

した。 

交換留学生が決定しました。中学 3 年生。タウ

ンニュースを見て応募してくださったそうで

す。留学で沢山の事を学び吸収して下さいね！ 

社会奉仕委員会より 

剣道交流大会ご行われ、出席、メダルの贈呈を

してきました。 

11 月 23 日に辻堂青少年会館にて、木本会長の

指導で泥だんご作り、漆喰体験が行われます。

藤沢市広報に掲載されました。 

指名委員会より、次年度役員指名に向け動いて

います。 

親睦委員会 

11 月 20 日のさいたまバスツアーに奮ってご参

加ください。 

   

●米山梅吉（よねやまうめきち）慶応 4 年 2 月

4 日―昭和 21 年 4 月 28 日についての質問 

１， ど こ で 生 ま れ ま し た か ？              

静岡・ 神奈川・ 東京 

２， 何歳で父竹造を亡くしましたか？        

4 歳・ 5 歳・ 6 歳 

３， 母親は何処の宮司の娘でしたか？        

熱海 ・三島 ・箱根 

４， 和田梅吉が米山家に養子は何歳でした

か？ 1１歳・ 19 歳 ・22 歳 

５， 20 歳で渡米働いて学費を稼ぎ何年間？   

4 年・ 6 年・ 8 年 

６， 帰 国 後 何 を 目 指 し ま し た か ？           

小説家・ 新聞記者・ 弁護士 
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７， 1897 年 29 歳でどこの銀行に入社      

三井 ・住友・ 三菱 

８， 1909 年常務取締役 1920 年何を設立   

三井信託銀行・ 東京ロータリー・内外

編物 

９， 1924 年 （ 56 歳 ） 設 立 は ？            

三井信託銀行・ 東京ロータリー・内外

編物 

１０，1937 年財団法人緑岡小学校創立現在名   

青山学院・ 文教大学・ 立命館大学 

１１，1938 年（７０歳）何になりましたか？      

衆議院議員・ 貴族院議員・ 

１２，1946 年 4 月 28 日死去の場所は？      

静岡・ 神奈川・ 東京 

●米山奨学事業は、日本最初のロータリークラ

ブの創設に貢献した実業家米山梅吉氏の功績

を記念して発足しました。1952 年に東京ロー

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、没後 21

年後 1967 年に文部科学省の許可ロータリー米

山記念奨学会となりました。 

●世界の平和を願って  ―なぜ留学生支援

なのかー 

「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い入れ、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」 

１３，留学生の人数の一番多い国は？    

中国・ ベトナム・ ネパール・ 韓国 

留学生への支援は、未来に向けて平和の懸け橋

をかける尊い奉仕なのです。 

●（財）ロータリー米山記念奨学会   米山

記念奨学会の特色 

一番の特色は、その規模です。米山奨学生の採

用数は年間 800 人。世界規模で展開しているロ

ータリー財団国際親善奨学生の年間採用数と

同じです。 

●「世話クラブ・カウンセラー制度」 

日本には約 2300 のロータリー・クラブがあり

ます。そのうち１つのクラブが、１人の奨学生

の「世話クラブ」となります。 

●世話クラブで行われること A）米山奨学生は

月 1 回例会へ出席 B）奨学金の受け渡し C)スピ

ーチその他、親睦活動、奉仕活動への参加 

●カウンセラーとは？奨学生１人に対し、世話

クラブのロータリアンの中から１人がカウ指

定して各指定校から候補者を推薦してもらい

選考委員会が選考するシステムです。ンセラー

となります。奨学生の個人的ケアにあたるアド

バイザーです。米山奨学生とロータリアンの交

流は、相互の理解のみならず、双方にとって財

産となるものです。 

●指定校・学校推薦制度・各ロータリー地区の

選考委員会が大学を指定、大学推薦・選考 

 

設問の答え 

１，大和国高取藩士和田竹造の三男 東京芝田

村町（現在の新橋付近）の同伴中屋敷に誕生

した。江戸（東京） 

２，梅吉が 4 歳とき父和田竹造他界して三島に

移った。 

３，母はいず三島神社の宮司の娘、神官は当時

知識階級でもあり、梅吉も年少ながらも漢学の  

素養をえていたという。 

４，11 歳 静岡県駿東郡長泉村の旧家、米山藤

三郎家の養子となる。 

５，8 年 オハイオ州（コネタカット州ミルト

ダウン 1831 年設立ウェスレヤン大学 

     ニューヨーク州シラキュース大学 

     働いて学費を稼ぎながら各大学で

政治・法学を学ぶ 

６，文筆家を志して勝海舟に師事・・新聞記者

から日本鉄道会社から三井銀行 

７，井上馨（いのうえかおる）（初代外務大臣）

の紹介三井銀行、友人の藤田四郎が財界の大御

所ともいうべき井上馨の娘婿になっていた。 

８，東京ロータリー・クラブ 

９，三井信託銀行 

１０， 青山学院初等科、幼稚園 

１１，貴族院議員に勅撰（ちょくせん）戦前の

議会制度で、勲功または学識ある 30 歳以上の

男子、勅命（ちょくめい）によって任命された
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終身の貴族院議員 

１２，静岡県駿東郡長泉村にて死去、前立腺肥

大という病魔に蝕まれ、それが持病となってい

た。終戦直後の昭和 20 年（1945）9 月に国会

に登院しているが、持病ががんとなって悪化。

翌昭和 21 年（１９４６）4 月 28 日郷里で死去、

78 歳 

１３，中国 

242,444 人   中国 114,255 人・ベトナム

49,469 人・ネパール 18,825 人・韓国 14,247      

人 

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・医療事業に奉仕しました。 

＊他人への思いやりと助け合い＊の精神を身

をもって行いつつ、そのことについて多くを語

らない陰徳の人でした。 

藤沢南ロータリークラブ・米山奨学委員会委員

長高科建治 

米山梅吉の願い 

「何事も人々からしてほしいと望むことは 

人々にもその通りにせよ」 

 

 

♦定例理事会④議事録 

日時：2022 年 10 月 24 日（月）  

場所：隠れ里 車屋 

出席者：木本、新井、青木、倉田、松永、竹内、

羽原 

1.岩澤様 承認の件 

 全員一致で承認されました 

 今年度会員増員に伴い、衛星クラブのたちあ

げも準備を進めていることに関して、木本会長

から説明がありました。詳しくは色々決まり次

第また改めて皆様にも 

お話しする予定です。 

2.クリスマス例会のアトラクションについて 

 アトラクションの出演者にそろそろオファ

ーをかけないといけない時期なため、羽原がオ

ファーかけられる方のリストを作りました。 

 理事会ではこの人と決められなかった為、入

澤会員と後日相談となりました。 

 入澤会員に相談し今回はとりあえずマジシ

ャンにオファーをかけ、日程など無理なような

ら他リストからお声かえしていきます。 

3.その他 

① 本日川島会員より川島会員のカリンで

も子供食堂をしているので 

   南 RC として社会奉仕かで何か携われな

いかと相談がありました。 

   定期的に持続して続けられるように、た

だ社会奉仕からお金を出すだけではな

く一緒に何か会員が携われるようにで

きないか？ 

  次回役員理事会に川島会員に出席しても

らい、現状様子を説明してもらい 

  南 RC として何ができるか次回考えること

になりました 

 

♦10 月 15 日剣道大会へ・芝社会奉仕委員長 

高科会員の剣道大会、伺ってきました。 

  

 

 

♦次週プログラム 

10 月 31 日(月) 卓話：芳賀伸行会員の 

       イニシエーションスピーチ 

       竹内プログラム委員長 車屋 

 

 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥15,000.⁻ 

累計￥1,021,023.- 

 

スマイル BOX 
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♦出席報告 

 

木本会長 

お世話になります。高科委員長、卓話よろしく

お願い致します。 

岩澤様、ようこそ。AG、会員の皆様、地区大会、

お疲れ様でした。大嶋様、入会おめでとうござ

います。 

皆様のお陰で、米山寄付、2780 地区 3 位でし

た。本日も笑顔で 1日よろしくお願い致します。 

羽原幹事 

高科様、卓話よろしくお願い致します。岩澤様、

ようこそ。本日は色々もりだくさんですがよろ

しくお願いします。 

相原君。 

高科様、卓話よろしくお願い致します。 

青木君 

地区大会、皆様ご苦労様でした。高科さん、卓

話たのしみにしています。 

川島君 

高科様、卓話よろしくお願い致します。岩澤様、

ようこそおいで下さいました。 

倉田君 

高科様、卓話よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。高科様、卓話よろしくお願

い致します。岩澤様、ようこそ。 

芝君 

お世話になります。高科様、卓話よろしくお願

い致します。趙様、ようこそ。 

 

 

 

 

 

竹内さん 

高科様、卓話よろしくお願い致します。趙君、

岩澤様、ようこそ。 

久しぶりの車屋さんでの例会ですネ。季節が急

激に進んで一気に寒くなったので体調崩さな

いように皆さん気をつけましょう。 

中川君 

お世話になります。高科様、卓話よろしくお願

い致します。趙君、岩澤様、ようこそ。 

先日の地区大会おつかれ様でした。木本会長、

永松 AG、カッコ良かったです。次回はバス旅

行楽しみにしております。 

沼野井君 

高科様、卓話よろしくお願い致します。所用に

て先に失礼します。 

長谷川君 

高科様、卓話よろしくお願い致します。先日、

10 月 22 日 49 回目の結婚記念へお花ありがと

うございました。 

馬場君 

お世話になります。高科様、卓話よろしくお願

い致します。 

深井君 

お世話になります。高科様、卓話よろしくお願

い致します。皆様、寒くなりましたからお身体

ご自愛下さい。 

森岡君 

岩澤様、ようこそ。10/16 に初めての地区大会

で、さかな君のお話を含め大変参考になりまし

た。 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

4６名 ４３名 ３名 ２８名(免２名含) ６２・２２％ ６１・３６％ 

本日欠席者 入澤さん、大澤君、大和田君、久保田さん、後藤君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、 

戸嶋君、松尾君、村井さん、森君、森井君、安田君、山田君、湯浅君、吉田君、    

メイク：永松君、 


