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点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー 

第 2590 地区米山選考委員長
川崎西 RC 斉藤 正彦 様

横浜本牧 RC 高橋 敏昭 様
米山奨学生 リーデル、ティモ マリオ君

出席報告 生垣 繁 出席委員
会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名

（対象外 4 名） 出席率 68.52%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 4 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 77.78%
欠席者
朝山 君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 上山君 
小林（政）君 小林（美）君 溝淵君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 野口（哲）君 岡本君 帯谷君 
世良君 重田君 関 君 色摩君 山川君 
横山君

お祝い 入来 武久 親睦委員
11 月祝事：おめでとうございます！

●●会員誕生日
岡本 徳彌 会員　石原 安 会員　柾木 永一郎 会員
●●配偶者誕生日
生垣 悦子 様　小泉 順子 様　世良 和子 様
谷口 雅子 様　波木井 優子 様　重田 伸枝 様
 ●結婚記念日
柳澤●信夫●会員　生垣●繁●会員　野口●哲志●会員
若林●潤●会員　佐久間●馨●会員　クルーズ●由美子●会員
山川●哲史●会員　石坂●想●会員

●●入会記念日
市川●清●会員　石井●弘●会員　渡邊●敏久●会員
花田●薫●会員　小泉●昌彦●会員　米山●元章●会員
帯谷●昌充●会員　関●孝篤●会員　山川●哲史●会員
松下●幸夫●会員　茂木●常夫●会員　色摩●和恵●会員

●●年間出席率 100％以上
吉岡 憲士 会員　川野 正久 会員　柳澤 信夫 会員
佐久間 馨 会員　朝山 浩 会員　クルーズ 由美子 会員

奨学金の贈呈 リーデル、ティモ マリオ君
佐久間会長より、リーデル、ティモ マリオ 君に
米山記念奨学金の贈呈が行われました。

会長報告 佐久間 馨 会長
川崎宮前 RC●白岩●常志●会員 11月 2日ご逝去のお知
らせが届いております。
11 月 9日（金）に青山葬儀所にて葬儀が執り行わ
れました。ご冥福をお祈り申し上げます。



幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
①●●11 月 9 日（金）～ 10 日（土）開催の地区大会の
ご報告
RI 会長代理が、韓国の「D.K.Lee」氏に決まりました。
11月９日（金）
講演会、RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が催され
ました。

11月 10日（土）
講演会、会員懇親会が催されました。

②●●地区大会記念チャリティゴルフ大会の表彰式のご報告
11月 10日（土）大会第２日目
パシフィコ横浜会議センター 3F で行われた、会員
懇親会において表彰式が行われました。
被表彰者：優勝● 横浜南央 RC●木藤●宅弥●様

準優勝● 横浜泉 RC●加藤●昭●様
3位● 横浜中 RC●高木●宏●様
4位● 川崎北 RC●佐久間●馨●会員

③●●2018 年 11 月の RI レートは、1ドル =112 円●
（10 月から変更なし）です。

2.● 他クラブ例会臨時変更
●●川崎中 RC
12 月 11 日（火）　年忘れ家族例会
新横浜国際ホテル　マナーハウス　点鐘 18：00
12 月 18 日（火）　休会
●●川崎とどろき RC
11 月 26 日（月）　夜間例会　ホテル精養軒
点鐘 18：30
12 月 10 日（月）　年忘れ家族例会
新横浜国際ホテル　マナーハウス
12月 24日（月）･31 日（月）　休会
●●川崎鷺沼 RC
11 月 21 日（水）⇒ 10日（土）　地区大会参加
12月 19日（水）　年忘れ家族例会
二子玉川エクセルホテル東急　点鐘 18：00
12 月 26 日（水）　休会
●●川崎百合丘 RC
11 月 27 日（火）　夜間移動例会　点鐘 18：00
●●川崎幸 RC
12 月 18 日（火）⇒ 22日（土）　年忘れ家族例会
ヨコハマグランド　インターコンチネンタルホテル
12月 28日（金）　休会

委員会報告
指名委員会　入来 武久 指名委員長
次期理事・役員候補者のお知らせです。
会長　朝山●浩●君　既決、副会長　戸川●俊雄●君、
理事　横山●芳春●君、クルーズ●由美子●君、松下●幸夫●君、
宮崎●秀樹●君、（無任所）佐久間●馨●君　既決、
幹事　野口●隆一●君、
会計　石原●安●君

2020 ～ 2021 年度会長　松山●直樹●君
12 月の第一例会で年次総会を開催し、皆様の投票で役
員候補者が決まります。候補者一覧を 1か月間会場に
掲示します。各自ご確認をお願いいたします。

親睦委員会　齊木 貴 親睦委員長
年忘れ家族例会のご案内
日時：12月 19日（水）
会場：ヨコハマ●グランド●インターコンチネンタルホテル

3階●パシフィック
会費：15,000 円、会員家族 5,000 円、●

その他関係者 10,000 円
参加予定の方は、早めに例会受付へ出席届けをお願い
いたします。

卓話

第 2590 地区米山選考委員長
川崎西 RC 斉藤 正彦 様

「ロータリー米山記念奨学事業」

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
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、1967 年、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りました。ロー
タリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に在
留する外国人留学生を対象とする民間の奨学金では国
内最大規模です。外国人留学生に対し、日本全国のロー
タリアンの寄付金を財源として、奨学金を支給し、世
話クラブ・カウンセラー制度による心の交流支援もし
ております。

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ました。
16 歳の時、静岡県長泉町か
ら上京し、働きながら勉学に
励みました。20 歳で米国へ
渡り、ベルモント・アカデミー
（カリフォルニア州）、ウエス
レヤン大学（オハイオ州）、
シラキュース大学（ニュー
ヨーク州）で 8年間と長い苦

学の留学生活を送りました。

帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが、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ました。
信託業法が制定されるといち早く信託会社を設立して、
新分野を開拓し、その目的を「社会への貢献」とする
など、今日でいうフィランソロピー（Philanthropy）の



基盤を作りました。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・医療事業に奉仕しました。

また、子どもの教育のために、はる夫人と共に私財を
投じて小学校を創立しました。「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せよ」これは米山
梅吉氏の願いでもあり、ご自身の生涯そのものでした。
「他人への思いやりと助け合い」の精神を身もって行い
つつ、そのことについて多くを語らなかった陰徳の人
でした。

彼の死後ロータリークラブは愛すべき指導者を失った
ことを記念して、学生のための奨学金制度を設立しま
した。これが米山奨学事業の始まりです。外国での勉
学によって得た相互理解の大切さを固く信じていた米
山梅吉氏に捧げる、最もふさわしい奨学事業であるこ
とを確信し、日本と世界との懸け橋となって国際社会
で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を
育成することを目標に支援を行っています。これはロー
タリーが目指す、「平和と国際理解の推進」そのものです。

2018 学年度は日本全国で 852 人の奨学生が採用され、
現在、各ロータリークラブでお世話をいただいていま
す。累計では世界 127 の国と地域から 2万 396 人を支
援しています。

奨学生の国・地域別の割合は中国、韓国、台湾が多い
ですが、最近ではベトナムの奨学生が急増しておりま
す。現在では中国に次いで、多くを占めている結果と
なっております。

巣立った奨学生は 231 人がロータリアン、3 人がガバ
ナーになり、学友が中心となって設立したロータリーク
ラブが５つ開設されております。学友会は国内 33 か所、
国外 9 か所あり、例えば、ミャンマーでは子どもの教育
活動、韓国・台湾では、日本人への奨学金支援、ベトナ
ムでは、養護施設慰問などの活動を現在行っております。

米山記念奨学事業の成果、それは「学友」そのものです。
寄付が減っても学友の数は増え続けます。2011 年の東
日本大震災発生直後も、日本の無事を願うメッセージ
が相次いで寄せられ、国内外の学友から 760 万円の義
援金が送られました。米山奨学会への寄付は、ロータ
リアンだけではありません。学友からも、先ほどの義
援金以外に、2018 年 6 月末の時点で、累計 3,339 万
円の寄付をいただいています。

地区で採用できる奨学生の数は、このような計算式で算
出しています。まず、収入予測をもとに、採用数が決ま
ります。2019 学年度は 850 人枠です。株式の「配当
金枠」や、海外から直接応募する「別枠」を除く 776
人を、その地区の寄付総額、個人平均寄付額、特別寄付
者割合、有資格者数、それぞれの対全国比で案分します。
奨学生数は寄付で決まるといっても過言ではありませ
ん。会員数が少ない地区は、「寄付金総額」で大きな地
区に及ばなくても、個人平均寄付額や、特別寄付をす
る人の割合が高ければ、その分採用数がアップする可
能性があります。

当地区では寄付実績（個人平均）が全国平均 16,068 円
に対して、31,193 円と平均寄付額全国第 1位となって
います。また、特別寄付者割合も全国平均 45.4% に対
して、当地区は 78.6% と高く、積極的な支援の姿勢が
見られます。今後も、引き続き 1人でも多くの奨学生



広島との勝ち点の差は 7 点に広がりました。この結
果、残り 3 試合で 1 勝すると優勝するところまでき
ました。次節、10 日（土）のセレッソ大阪戦で決め
てもらいたいと思います。

米山委員会：若林 潤 君、石井 弘 君
第 2590 地区米山選考委員長●斉藤 正彦 様、本日の
卓話よろしくお願いいたします。わかりやすい話を
お願いいたします。

大塚 正一 君、谷口 一成 君、豊見山 徹 君
親睦委員会：齊木 貴 君、平野 和枝 君、石原 安 君

第 2590 地区米山選考委員長●斉藤●正彦●様、本日は
ようこそお越しくださいました。卓話を楽しみに
しております。

米山 元章 君
第 2590 地区米山選考委員長●斉藤●正彦●様、本日の
卓話よろしくお願いいたします。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

みなさんこんにちは。秋も深まってきましたが、
暖かいですね。体に気を付けましょう。第 2590 地
区米山選考委員長●斉藤●正彦●様、本日の卓話よろ
しくお願いいたします。

第 2 回佐久間会長杯ゴルフコンペ
11 月 8日（木）静岡県裾野市にある東名カントリーク
ラブにて、参加者 22名（うち他クラブ 6名）で開催さ
れました。成績の結果は以下の通りです。
優勝● 相良●久征●会員
準優勝● 金子●房一●会員
3位● 佐久間●馨●会員
同時に開催された前年度の大塚会長杯の取切戦ですが、
前年度の 4名の優勝者（松下●幸夫●会員、宮崎●秀樹●会員、
大塚●正一●会員、渡邊●敏久●会員）の間で戦われました。
松下●会員と大塚●会員がデッドヒートを繰り返し、最終
ホールまで松下●会員が 1ストロークリードを保ってい
ましたが、最終ホールでスリーパット、大塚●会員に追
いつかれ、大会規定により年齢上位という判定により、
大塚●会員の優勝となりました。

を採用し、平和と国際理解の推進を目指す、ロータリー
運動の良き理解者となる人材を育成することを目標に
支援するため、今年度の目標に向けたご協力を、心よ
りお願いいたします。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
国際ロータリー第 2590 地区米山選考委員長 
川崎西 RC 斉藤 正彦 様

川崎北 RC の皆様方には、日頃より大変お世話になっ
ております。本日は、米山奨学事業についての卓話
に参りました。今後とも更なる米山奨学事業へのご
理解とご協力を賜りますようにお願い申し上げます。

横浜本牧 RC 高橋 敏昭 様
本日は川野 PG に会いに参りました。よろしくお願い
いたします。

佐久間 馨●会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
本日のゲストスピーカー第 2590 地区米山選考委員
長・川崎西 RC 斉藤 正彦 様、よろしくお願いいたし
ます。横浜本牧 RC 高橋 敏昭 様ようこそいらっしゃ
いました。

武田 信平 君
10 月 27 日（土）にスタートしたアンプティサッカー
のワールドカップメキシコ大会に関しては、多くの
皆様からご支援を頂きまして、ありがとうございま
した。予選リーグは、コスタリカに 1 対 0 で勝利し、
コロンビアに 0 対 3 で敗れましたが、ポーランドに
2 対 0 で勝利し予選を無事に突破しました。決勝トー
ナメント 1 回戦では、地元メキシコと対戦し、0 対 2
で敗退しました。順位決定戦の第 1 戦はケニア、先
制されるも 2 点を返して逆転勝利しました。第 2 戦
はハイチ、惜しくも 1 対 2 で敗れ、総合順位は 10
位となりました。前回大会から 1 つ順位を上げまし
たが、ベスト 8 入りができず、とても残念な思いです。
来る 17 日（土）、18 日（日）には、日本選手権大
会が富士通スタジアム川崎で行われますので、ぜひ
お出かけください。
先週 11 月 3 日（土）、川崎フロンターレは柏レイソ
ルを等々力競技場に迎え、J リーグ第 31 節を戦いま
した。危ない場面もありましたが、何とかしのぎき
り3対0で勝利しました。一方、2位のサンフレッチェ
広島がジュビロ磐田に敗れたため、サンフレッチェ


