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奉仕しよう  みんなの
人生を豊かにするために

行事予定

 5月  5日　定款の規定により
　　　　　 休会

 5月 12日　会員卓話
　　　　　 長沼　大策会員

 5月 12日　クラブフォーラム③
　　　　　 次年度計画発表
                深澤圭司会長エレクト

 5月 12日　会員卓話
　　　　　 藤村　作会員

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。先週は献血活動へのご協力ありがとうござい

ました。当日は私事で恐縮ですが、息子の幼稚園の入園式があって最

初のコマに参加できず失礼しました。目標は無事に達成できたそうで

す。幹事報告をお聞きください。

　コロナの感染者は減らず、ウクライナへの侵攻もあって、今後の景

況感について日経新聞の記事で、社長100人によるアンケートでは「悪

化する」と回答が40％という数字がありました。原油価格も下がらず、

個人的に石油業界から聞いた話では今の価格が今後の基準になるであ

ろうとのことでした。まん延防止が解除されて景気も良くなると思っ

ていたら、私の支社でコロナの新規感染がありなかなか明るいニュー

スが少ないなと感じています。

　そのような中、山崎会員が明日入籍するそうです。４月２９日に川

越の氷川神社で結婚式を挙げるそうで、当クラブからは推薦者の樋口

さんと私で出席させていただきます。

　話は変わりますが、昨日は、第５グループ親睦チャリティーゴルフ

がありました。奇しくも商工会議所の正副会頭委員長会議の開催日と

重なり、クラブ内の先輩方の参加が叶わない中、宇多村直前、深澤会

長エレクト、門崎幹事エレクト、大木崇寛さん、坂さん、奥川さん、

山崎さんと若手系のメンバーで参戦してきました。当日まで団体戦が

あることを知らず、クラブ対抗団体戦の表彰式では、北本RCさんを除

く７クラブ中、７位でした。来年は腕に自信がある先輩方に参加いた

だきたいと感じた一日でした。昨日は暑い日で最高気温27度と夏日で、

私のスコアをご報告しておくと、前半47・後半44＝91、パット数29。

新ぺリア方式で82人中、運良く４

位になり、ちょうど欲しかったセ

ルフスタンドのクラブケースを賞
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半47・後半44＝91、パット数29。
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ルフスタンドのクラブケースを賞

2021-2022年度　斎藤　修弘会長
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　上尾東武ホテル3F（コミュニティホール）
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斎藤修弘会長／長沼幹事／門崎副幹事／武重会員／大塚信郎会員／

村岡会員／尾花会員／大木保司会員／島村会員／齋藤博重会員／

久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／樋口会員／宇多村会員／

小田切会員／大木崇寛会員／関口良康会員／山崎会員

会員数　　36　　　
出席数　　24
欠席数    12

出席率 66.7％

2022年 地区研修・協議会

型」へと変更しました。

　米山記念奨学事業は日本のロータリー独自の国際

奉仕プログラムです。日本で学ぶ外国人留学生を支

援しています。最大の特徴は「世話クラブ・カウン

セラー制度」で経済的支援だけでなく奨学生の心を

ケアし、将来日本と母国

との懸け橋になるなど、

国際親善に尽くす人材を

育てています。

　本日はご清聴いただき

ありがとうございました。

島村会員、卓話いただき

　　　　　　　　　ありがとうございました ！
スマイルスマイル

　2022年 地区研修・協議会が開催され、担当委員長が参加してきまし

た。また当クラブからは多数の会員が地区に出向します。設営側でも

たいへんお疲れ様でした。地区でのご活躍を期待いたします！

2021～2022年度 3月　出席表

2022.4.15　於：埼玉会館

ROTARY CLUB OF AGEO

例会主題

幹　事　報　告

委員長報告

米山記念奨学事業について
島村　健　会員

長沼　大策幹事
◇４月のロータリーレー

トは1ドル＝122円です。

◇先週の献血では、受付

人数45名、採血人数40名

で目標を達成しました。

当番も大勢の方にご協力

をいただきました。ありがとうございました。

品で頂きました。

　明日15日も朝から夕方まで地区研修・協議会があ

り、今日も例会後に理事会があります。昨日ゴルフ

出られた方の中には、昨日・今日・明日とロータリ

ー活動になり、非常にお忙しい中、ありがとうござ

います。地区研修・協議会では、次年度60周年、深

澤年度を盛り立てていくためにしっかりと研修して

こようと思います。

　今日は、７月からの次年度、地区の米山記念奨学

部門委員長の島村さんの卓話をいただけるというこ

とで、よろしくお願いいたします。

　近況報告では燃料の高

騰で、廃棄物に関する市

から委託されている行事

で、令和４年度の交渉を

しましたが、燃料代のア

ップはないまま契約しま

した。県の入札は例年通り受注できました。

　プライベートでは、結婚して23年住んでいた自宅

を建て替えようと久保田さんに解体していただいて

大宮の仮住まいで暮らしていますが、実家に荷物を

齋藤　博重　会員

門崎　由幸　幹事エレクト

　本来１月に卓話する予

定が、コロナによる休会

で本日になりました。明

日は地区研修・協議会、

明後日は米山入学式でバ

タバタしています。皆さ

ん、米山記念奨学事業についてご存じだと思います

が、昨年、部門セミナー用に作った米山梅吉さんの

詳細についてご存じないかもしれないのでこのあた

りをお話しします。毎年５月に奨学生は研修旅行で

米山梅吉記念館に行っています。タイトルは米山梅

吉　Father of Rotary in Japan～その生涯と、そ

の名を冠した奨学事業とは～になります。

　世界の平和を願って始まった奨学事業、その誕生

の経緯です。この事業の名称である「米山」とは、

日本のロータリーの創始者である、東京ＲＣ初代会

長・米山梅吉氏のことです。しかしこの事業は米山

氏が始めたものでも米山氏の財産が使われているわ

けでもありません。

　米山梅吉氏は1868年　明治元年２月２６日、東京

の芝、田村町で生まれました。1872年、4歳のとき

父が急逝し、母の郷里である静岡県三島へと移住し

ます。1897年、兄が教鞭をとる小学校で飛びぬけて

優秀な成績で神童の誉も高かったと言われています。

1879年、11歳のとき、優秀で利発な梅吉に、400年

続く旧家の米山家が養子縁組を望みます。13歳で沼

津中学に入学し、15歳で「このまま一生、地方の地

主で終わっていいのか？もっと勉強がしたい」とい

う一心で米山家に黙って家を飛び出し、徒歩で山を

越え上京します。1883年、義兄に保証人になっても

らい、江南学校に入学。1885年、学費をかせぐため

に猛勉強し、今の東京都職員である東京府吏員採用

試験に合格し、郷里の母を呼び寄せ芝愛宕町の借家

に住みます。1886年、後の青山学院・東京英和学校

に入学。翌年、アメリカで学びたいとの思いを募ら

　あす１５日、2022年地

区研修・協議会が埼玉会

館で開催されます。9:30

登録開始、３会場に分か

れての開催です。ご担当

者はよろしくお願いいた

します。

持ち込んだら、兄弟から「実家も建て替えてほしい」

と言われ、５月に着工予定だった自宅の建て替えを

キャンセルして、実家の方を建て替えることになり

ました。また久保田さんに解体してもらわないとい

けない状況になっています。(笑)

近況報告

ROTARY CLUB OF AGEO

せ、福音会英語学校に入学し、米人から英語を学び

ます。1887年、19歳、米山家と和解、正式に養子縁

組をし「米山梅吉」となり、渡米。ウェスレヤン大

学（オハイオ）やシラキュース大学（ニューヨーク）

で法学を学びます。８年間、たいへん苦学であり、

その経験が、後に日本で学ぶ外国人留学生を私費で

支援するきっかけとなったと言われています。1895

年、27歳、留学を終え帰国し新聞記者を目指します。

翌年28歳、勝海舟に師事、足繫く通い福沢諭吉や榎

本武揚と親交を結び、この頃、勝海舟が題辞を書い

た初の著書「提督彼理（ぺルリ）」を出版しました。

1896年、長泉村で結婚。新聞記者は収入が少なく、

夢をあきらめて日本鉄道会社へ入社。その後長女の

誕生を機に三井銀行に入社しました。

　【実業家として】　三井銀行に入社後、視察で欧

米の銀行業務を学んで日本へ持ち帰り、近代化へ多

大な貢献をしました。41歳で常務取締役となり、後

に三井信託株(三井信託銀行)を創立、今に続く「信

託」の概念を作る等、実業家として大いに活躍しま

した。

　【奉仕の人】　ただ財を成すだけでなく、財団法

人三井報恩会の理事長として、当時は誰も近寄ろう

としなかったハンセン病や結核の施設を、自ら訪れ

その支援を行い、その他にも癌研究の助成を行うな

ど、「奉仕の人」として社会奉仕事業 の旗振り役

も行っていました。

　さてここからがロータリーの話になります。1918

年　視察のため何度も諸外国へ足を運ぶ中、政府の

特派財政経済委員として訪米中、福島喜三次と出会

ったそうです（ダラスの邂逅）。1919年　福島喜三

次が帰国しRIから東京へRCを作る特別代表を委嘱さ

れますが期限が切れ、米山へ協力を求めます。翌年

1920年、東京ロータリークラブが設立され、初代会

長に米山梅吉、初代幹事が福島喜三次でした。ただ

し福島は例会に２回出席した後、大阪へ転勤となり

ました。

　米山梅吉のことですが、1921年に長男が20歳で逝

去、1926年に次男が21歳で亡くなり、その失望は大

変なもので、その経験が将来への夢を持つ若者への

支援へとつながったようです。1923年、関東大震災

が起こり、世界各国のロータリーからの支援により

奉仕に目覚め活動が活発化しました。壊滅した東京

への支援物資窓口は、当時大阪RCの福島でした。

　関東大震災後、米山はRCで活躍します。1924年、

スペシャルコミッショ

ナー（地区のない地域

の、ガバナーの役割）

に就任。1926年にはRI

理事に就任。1928年、

第70区ガバナー就任、

３期を務めています。

しかし1930年代になる

と1931年満州事変、19

33年日本は国際連盟脱

退と、世界は戦争の色

が濃くなっていきました。

　1937年、米山夫妻の夢・青山学院緑岡小学校が創

立するのですが、1940年に東京RCが解散を宣言し、

1945年、私財を投げ打ち心血を注いだ緑岡小学校が

空襲により一夜で灰となります。どれほどの無念で

あっただろうかと推察されます。1945年8月15日終

戦、9月4日帝国議会へ出席し倒れ、1946年4月28日

に米山梅吉は逝去しました。享年78歳でした。また

同年9月には福島喜三次も65歳で逝去しています。

　東京RC解散後、緑岡小学校の襲撃、三井財閥の解

散と戦争によって晩年の米山梅吉は何もかも失って

しまったかのようでしたが、1949年に日本のロータ

リーはRIに復帰し、さらに３年後の1952年、東京RC

は日本のロータリーの礎を築いた米山氏の功績を、

永遠に偲ぶことができるような、「遺徳の無形の金

字塔」とするための有益な事業を目指し、「米山基

金構想」を発表しました。

　ロータリー財団の国際奨学金が良い結果を出して

いると聞いて東京RCで「奨学事業」の気運が高まり、

米山氏が生前、自身の留学経験から個人的にアジア

からの留学生を支援していたこと、アジアから優秀

な学生を招いて学費を援助し「平和日本」を肌で感

じてもらいたい、世界に二度と戦争の悲劇を繰り返

さない「平和日本」の理解を促すとともに、二度と

戦争の過ちを犯さない「誓い」でした。平和を願い、

外国人留学生を支援し、国際親善に尽くす人材を育

てる事業＝「米山記念奨学事業」は、米山の名にふ

さわしい平和の事業となり、1954年、タイから第１

号奨学生が来日しました。

　米山記念奨学事業は、1957年、日本の全ロータリ

ークラブの共同事業となり、1967年、財団法人を設

立、1998年、奨学生の出身地をすべての国・地域に

拡大し、1999年、対象を「救貧型」から「知的貢献


