
第１２５４回例会 １０月１９日（金）会議報告、近隣清掃活動  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２５５回例会 １０月３１日（水）社会奉仕活動（AED贈呈）  柿生中学校 

第１２５６回例会 １１月 ２日（金）理事役員会⑤       ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                  志村 幸男 委員 

【ソング 】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】          大野 勉 会長 

◆地区米山選考委員長 斎藤 正彦 様（川崎西 RC） 

【黙  祷】               大野 勉 会長 

当クラブ特別代表 碓井勝次様のご逝去に伴い黙祷を捧げる。 

【理事役員会報告】           大野 勉 会長 

１. クリスマス家族会について…………………………【継続】 

   稟議書あり、昨年と同様、出演者調整。 

詳しいことは、親睦委員で炉辺を開いて検討する。 

2. その他 

   訃報 百合丘 RC 元会員で当クラブ創設に関わった碓井

勝次様がご逝去 

３. 指名委員会について検討にはいる。 

【会長報告】             大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

2018-19ＹＥ受入学生オリエンテーション②開催の案内 

10月 27日（土） 14:00～16:00  

曹洞宗照光山 常倫寺「常勝閣」 

２．神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご案内 

11月 13日（火） 9:30 集合 湘南ローンテニスクラブ 

３．訃報 川崎百合丘ＲＣ 元会員・当クラブ特別代表  

碓井 勝次様(享年９０歳)   通夜：10 月 16 日（火）

18:00～  告別式：10月 17日(水）10:30～ 栗平会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．柿生中央商店会より 禅寺丸柿祭りのご案内 

10月 13日(土) 10:00～15:00 柿生駅前広場 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津南ＲＣ  

11/12（月）⇒11/10（土）に変更  

地区大会に参加 

11/19（月）・12/17（月）休会 

（第 3週の為）  

12/24（月）臨時例会 年末家族会 18:30 点鐘 場所未定 

★今月は会費納入月です。宜しくお願いします。 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1253回 32 27 5  84.4％ 

1252回 32 28 4 4 100％ 

1251回 32 23 9 4 84.4％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1253回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    27件 ￥29,000 

 

 

 

 

 

 
［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

 

第 1253回 例会記録 平成 30 年 10月 12日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 



●お客様 

◇米山選考委員長 斉藤 正彦様 （川崎西RC） 

【川崎麻生RCの皆様には、大変にお世話になっています。

本日、米山月間にあたり卓話にまいりました。更なる米山奨

学事業のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします】 

●会員 

◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事、◇梅澤馨会員 

【斉藤 正彦様、本日は宜しくお願いします】 

◇鈴木明弘会員【明後日はあさお区民まつりです】 

◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂雄会員  

◇老沼純会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇川崎航会員 ◇木村基会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇志村幸男会員 

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇中山隆弘会員 

◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 

◇蓬田忠会員     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】       山下 俊也 委員長 

 第 1253回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥2,000    

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

 1253回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥16,000    

◇鈴木昭弘会員【斉藤様本日宜しくお願いします】 

◇宇津木茂雄会員 ◇蓬田忠会員  

        ご協力有難うございました。 

【卓話】  地区米山選考委員長 斎藤 正彦 様（川崎西 RC） 
 
〈選考について〉 本日は米山さんの人物像について

お話する予定でしたが、予定を変更しまして、米山の選考に

ついて述べさせていただきます。 

では、この財団は米山さんが作った財団でしょうか。 

実は米山さんは明治元年の生まれで、生まれてすぐにお父

さんが亡くなって、お母さんの実家である今の静岡の記念

館があるところに移り、米山さんの養子となりました。大

変文筆に優れていたので、投稿をし続け、後の夏目漱石と

競っていました。 

その後、文筆で身を立てようと家出同然で東京へ出て、

のちの青山学院に関連のある方々から支援を受け、お母さ

んを呼び寄せます。そして伝道師の肩書でアメリカへ留学

し、皿洗いなどをしながら、勉学をして８年間過ごします。 

その後帰国をし、日本鉄道会社（今のJR）に勤めました

が、文筆活動の時の知り合いであった勝海舟の紹介で三井

銀行へ入行します。米山家の娘さんと結婚して子供にも恵

まれ、三井銀行の中でも重役 

になっていきます。英語に堪 

能なため、政府の特使として 

何回か欧米使節団に加わりま 

した。その中でたまたまダラ 

スに行った時にロータリアン 

の方と会い、東京に戻ってロー 

タリークラブを作ることになります。 

しかし戦争が激しくなり、ロータリークラブを一度閉じ

なければならなくなりました。戦禍が激しく終戦になるが、

その間、慈善団体を作ります。自身も病を持ちながら慈善

事業で全国を回り、議会に出向きました。昭和21年に亡く

なり、昭和24年にロータリーは復帰します。 

ですので、米山さんは財団を作ったのではありません。 

サンフランシスコ平和条約で日本が独立する前にロータ

リーが作られたことになります。 

今、米山奨学の事業には大きく二つの財団があります。

一つは米山梅吉記念館、もう一つが公益財団法人ロータリ

ー米山記念奨学会です。 

米山奨学事業は日本のロータリー独自の事業です。日本

で学ぶ大学生、大学院生を支援します。これは財政面だけ

ではなく、文化を学び心のケアを支援するためカウンセラ

ー制度をとっています。そしてロータリーを理解してもら

いたいという制度です。 

２５９０地区では大学が29校あります。留学生は全体で

約3000人位いますが、その中で約1600人が米山の対象にな

り、さらにその中から40名を選ぶわけです。 

米山さんは1946に亡くなり、1949年にロータリーが復帰

し、1952年に東京ロータリーが設立され、人材を育てると

うい形で米山基金が作られましたので、米山さんの偉業を

称えて作られたのが、米山の財団です。 

米山さんの没後翌年にポールハリスが亡くなり、彼を記

念して作られたのが、ロータリー財団です。 

奨学生の選考はなるべく一つの国に偏らないようにし

ていますが、留学生の割合として中国、韓国の方が多いの

です。海外の学友推薦の枠もあります。学友の中にはロー

タリアンになった方、またガバナーになった方もいます。 

選考方針としては、なるべく多様な国、多様な文化、ロ

ータリーの活動に積極的に参加する、などですが、育って

いった方をカウンセラーが中心にクラブで支えて頂き、終

わってから効果がでると考えています。（以下省略） 
 

【四つのテスト】                    森 茂則 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責 ：黒木 啓太郎 委員    写真 ：川崎 航 委員長 


