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第２５８０地区テーマ 『感動と調和』
ガバナー 吉田 雅俊
RI 会長
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クラブテーマ

『楽しく魅力あるロータリー
ライフを過ごすためには』

第 46 期

クラブ会長

虎井

廣志

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
ソングリーダー ： 安岡 伸雄 会員
・ロータリーソング
「奉仕の理想」斉唱

お客様紹介 ： 虎井 廣志 会長
東
東京北ＲＣ

坂下博康様

東京紀尾井町ＲＣ 守重知量様

会務報告 ： 虎井 廣志 会長
い ち ゅう きょ

・10 月 6 日(金)に第 3 回分区連絡会が開催されました。青梅市藤橋にある「井中居」と
言う趣のある場所でした。クラブの活動報告では、外部卓話者の将棋の方、ボクシング
のレフェリーの方、会員増強で秋川クラブの斉藤さんに来て戴いたことを報告させて戴
きました。地区委員会の報告の中で、地区国際奉仕委員会からトロントの国際大会のＤＶ
Ｄがあるので是非見て下さい、というご案内がありました。青梅クラブから、吉田ガバ
ナーが言われている植樹について、場所を提供しますと言うお話がありました。ロータリー財団の 230 ドル払いまし
たと大きな声で言ってきました。

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①東京葛飾東ＲＣより、例会臨時変更のお知らせが届いています。
11 月 15 日（水）夜間例会→通常例会に変更
②東京池袋ＲＣより「第 3 回地区ワイン同好会」ご案内が届いています。
11 月 9 日（木）午後 6 時 30 分より「レストラン
③第 22 回

多摩分区交流 若手の会

マドンナ恵比寿」

回覧

開催のご案内

10 月 27 日（金）阿枝留の四季（あきるのとき） 参加される方は、事務局まで。
④公益財団法人ロータリー米山奨学会より『世界へ届け 米山の架け橋』ＤＶＤが届いています。手引き・報告書が届
いています。豆辞典お配りしました。
⑤ロータリー国際大会 ＤＶＤが届いています。
・ 例会場：〒207-0022 東大和市桜が丘 1-1330-19
・ 例会日 ： 毎週火曜日 12:30～13:30
ＢＩＧＢＯＸ東大和内
・ 創 立 ： 1972 年 2 月 23 日
TEL 042-566-6411
・ 認 証 ： 1972 年 3 月 3 日
・ 事務局：〒207－0014 東大和市南街 5－89－11 2Ｆ ・ 日本ＲＣ認証 №1100
TEL 042-564-8338 FAX 050-3488-1715
・ E-mail : info@higashiyamato-rc.org

委員長報告 ： ゴルフ部 浦川 哲男 ゴルフ部長
・多摩分区親睦ゴルフが 10 月 13 日に東京バーディークラブで開催されます。
当初 48 名の参加申し込みがありましたが、キャンセルがあり最終的に 46 名参加となっ
ています。商品は、びっくりするような『商品券』ですので、当クラブの参加者には頑張
ってもらいたいと思います。

出席率発表 ： 浦川 哲男 出席副委員長

会員数

出席者

出席率

24 名(免除者２名)

１2 名（免除者０名)

54.54％

修正

ニコニコ発表 ： 守重 勝弘 親睦副委員
東京紀尾井町ＲＣ 守重知量様 寸志いただきました。
虎井廣志会長

東京北ロータリークラブ坂下博康様 本日の卓話宜しくお願い致しま

す。東京紀尾井町ＲＣ 守重知量様いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。
藤宮志津子幹事 秋晴れの気持ちのよい例会日です。お客様方、ご来会ありがとうご
ざいます。よろしくお願いいたします。
守重勝弘会員

東京北ロータリークラブ坂下様

波多野永一会員

卓話勉強させて頂きます。東京紀尾井町ＲＣ守重様ようこそ。

東京北ＲＣ坂下様、卓話宜しくお願いします。東京紀尾井町ＲＣ守重様ようこそいらっしゃいまし
た。

金野眞一会員 守重知量様 お世話になっております。遠方よりありがとうございます。坂下博康様

本日は卓話

宜しくお願い致します。
浦川哲男会員

東京北ＲＣ

坂下博康様本日の卓話

よろしくお願い申し上げます。東京紀尾井町ＲＣ守重知量様

ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくりなさって下さい。

ニコニコ 本日計

１1,０００円

累計 309,０００円

卓話者紹介 ： 髙木 裕 プログラム委員長
・本日卓話を戴きますのは、坂下

博康様です。今年度は、地区の卓話者リストの中から

選ばせて戴いています。今月は、米山月間と言うことで、お願いしました。
プロフィール
1974 年

慶應義塾大学慶應大学 卒
米国シカゴ大学にてＭＢＡ取得
海外の会社で多数の役員、社長を経て

2005 年

東京北ＲＣ入会、財団法人ロータリー米山記念奨学会 事務局長に就任

2013 年 公益財団法人ロータリー米山奨学会 アドバイザーに就任
2014-15 年度

地区米山記念奨学委員会

カウンセラー

2015-16 年度 地区社会奉仕委員会 委員長

卓話 ： 坂下 博康 様 （東京北ＲＣ）
『日本と世界を結ぶ人づくり』
米山記念奨学事業とは、日本のロータリー独自の事業です。大学生、大学院生を中
心に外国人留学生を育てること。世話クラブ・カウンセラー制度による心の交流と人づ
くり事業であります。最初の留学生タイのソム・チャードさんを迎えた 1954 年以来 125
の国・地域からの 2 万人近い中学生を支援しています。これは、日本における民間最大
の国際奨学団体です。
ご理解戴きたいポイントは、日本のロータリアンの手作りの奉仕事業であること。事業の主体は各クラブであるこ
と。救貧事業では無く、教育事業であることであります。日本に来られる学生は、ある程度のお金を持っています。
日本の入管当局がお金のない学生は、入れません。そのために初めから教育して、どうやって育てるかを考えて行
きます。そのために､各クラブには奨学生の受け入れと寄付をお願いしています。
米山梅吉翁の歩みを再確認します。1920 年東京ＲＣ設立。初代会長に就任。1923 年関東大震災があったときに多
額の支援金を海外のクラブから東京ＲＣが受け取りました。そのとき米山さんは気がつきました。「Rotary Spirit は、
地震や火災によっても生きながらえ、輝きつづける」と言うことを認識しました。1924 年初代スペシャルコミッショ
ナーに就任。この時、三菱信託銀行を創立し、初代社長に就いています。1926 年ＲＩの理事に就任しています。1940
年 9 月に東京ＲＣ解散宣言。しかし、水曜クラブと名前を変えて、脈々と生き残りました。戦後、水曜クラブを元にして
国際ＲＣに復活しました。
1946 年 4 月 28 日

米山梅吉翁 78 歳で逝去。

戦後、1949 年に国際ロータリー復活後、何を奉仕活動にしようかと議論し合った結果、アジア諸国の融合のため
に学生を呼ぶことも一案ではないかと言うことで、1952 年東京ＲＣ会長の古澤丈作氏が「米山基金」の思案を発表
しました。東京クラブとして支援を始めたのですが、やはり一つクラブだけでは厳しいと言うことで、1956 年東日
本の二つの地区大会で、「ロータリーの国際奉仕として最もふさわしい企てであって、その連続性が望ましい。財団
法人として全国的な組織となすべき事を茲に決議する」と決議しました。1957 年全国組織「ロータリー米山奨学委
員会」を立ち上げました。1956 年の二つの地区大会にＲＩ会長代理として来日していた、四つのテストを提唱した、ハ
ーバート・テーラー氏が第 60 地区の大会の挨拶で米山事業に触れ、東京ＲＣの功績を讃えて感謝の意を表しました。
「あの立派な奨学制度のことであります。私は、その奨学金によって日本に勉学に来られた二人の青年にも会いま
したが、この立派な仕事に対し、深く感謝します。」と述べられ、この後、全国のクラブに米山事業が展開してきまし
た。1967 年

財団法人ロータリー米山記念奨学会設立趣意書「この法人は、全国ロータリークラブの寄付を主たる

財源とし、ロータリー会員によって運営され、ロータリー目的達成に寄与することを目的としている。」

2012 年

公益財団法人となります。2017 年 今年が 50 周年となります。日本来る留学生の推移ですが、1697 年に 59 人で
したのが、2017 年現在では 793 人となっています。最大の時は、1998 年に 1，100 人でした。累計で、19，808 人です。
国別で言うと、中国 33.5％・韓国 22.3％・台湾 17.5％・マレーシア 4.6％・ベトナム 4.5％・インドネシア・バングラデシュ・
タイ・スリランカ・モンゴル・その他となっています。なぜ中国が 1 番多いかというと、現在中国にはロータリークラブ
がありませんが、国際ロータリーでは中国にロータリークラブを造ろうとしています。ベトナムにも造ろうとしてい
ます。20，000 人弱の奨学生を輩出している中で、学友会という組織があります。日本国内に 33、それぞれの母国に
もあります。世界各地の学友から米山奨学会への寄付金が、約 3，032 万円あります。また、東日本大震災で寄せら
れた義援金は、約 760 万円に上ります。ロータリアンになった学友は、227 人です。寄付金の使い道ですが、寄付金
収入：13 億 3 千万円。事業費支出：奨学金 約 11 億円、残りは補助金等になります。寄付金には、税制優遇があります。
税額控除と所得控除を受けられますので、ご利用下さい。

