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 会長 福田 和子 
 皆さん、こんにちは！
本日は、会場にお越しの
方、Zoom で参加の方、お
忙しいところ御出席有難
うございます。米山記念
奨学部門で活躍されてい
る、吉田 耕之 様、米山
記念奨学選考委員長の一色 泉 様、ようこそお越
しくださいました。 
  先週は、年一回のガバナー公式訪問例会に多く
の皆様の参加をいただき、重ねて御礼を申しあげ
ます。松本ガバナーの訪問で、世界のロータリー
が地区のロータリーが、皆様に一歩近づいたと思
います。クラブ協議会においては、各委員会の中
身の濃いスピーチ有難う御座いました。松本ガバ
ナーよりいただいたアドバイスと情報を元に実行
に移せましたら、大宮西ＲＣはもう一つ上を目指
すことが出来ます。皆様のご協力お願いします。 
 10 月 24 日（日）は、
「世界ポリオデー」とし
て、地区ではクラッシッ
クカ―レース、ピンクリ
ボンウォーキング、トレ
インジャック、東京駅丸
の内ウォークラリーと沢
山のイベントが有ります。が、参加を予定してい
た、地区クラシックカ―レースのイベントが中止
になり、例会ができません。折角ポリオＴシャツ
を購入したので、せめて本日の例会で着用して
「ポリオ根絶まであと少し」に協力し、気持ちを
一つにご寄付をお願いしたいと思います。会場の
皆様、Zoom の皆様、ポリオＴシャツを着てきてく
ださり有難うございます。のちほど、皆様のテー
ブルに募金箱を回します。ご協力よろしくお願い
します。 
 今月は、経済と地域社会の発展月間・米山月
間、二つの月間です。 
●経済と地域社会において 
松本ガバナーは、コロナで仕事が無い方の為、一

企業一名の採用協力を提案しております。 
このところ働きたいシニアが積極的に活用されて
います。大手企業は 65 歳定年制を撤廃し、中には
80 歳定年制も撤廃したところも出ております。皆
さんの会社は、如何ですか？ コロナ禍からの経済
再開に伴う人手不足を補うのに、外国人労働者の
受け入れやシニア雇用を増やすことで、企業の競
争力も高まるでしょう。シニアとなると、再雇用
ですので賃金が安くなり働く意欲が落ちることも
あるかと思いますが、モチベーションを維持する
事が課題となります。公平に処遇すること、にヒ
ントがあるのではないかと思います。 
●米山月間において吉田 耕之 様の貴重な卓話を
いただきます。米山記念奨学制度について、その
素晴らしさを再認識してください。 
 
 
 
 【本日のリーダー】   
   
谷口 栄正 会員  
 

 
 

 
■第 2770 地区 2018-19 年度 
 米山記念奨学部門委員長 吉田 耕之 様                         
（大宮シティ RC） 
■第 2770 地区 米山記念奨学学友選考委員長   
  一色 泉 様（さいたま新都心 RC） 
■2021 学年度米山記念奨学生グェンティガンさん
（Zoom 参加）（ご紹介：副会長 新井 清太） 

幹事 押野 一郎 
①国際大会は、来年の６月４日から８日まで北米
ヒューストンで開催されます。今年の 12 月 15 日
までなら 475 ドルで登録できます。それ以降３月
31 日までの申し込みは 575 ドルに値上がりしま
す。日本円で支払可能で、個人での申し込みとな
ります。４月 30 日までなら 50 ドルでキャンセル
は可能です。中止の場合は払い戻されます。 

会 長 挨 拶 

お客様紹介、米山記念奨学生紹介

小沢隆  副会長 内山泰成 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 

幹 事 報 告 
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お客様ご挨拶 
 
 

米山功労者 表彰 

②地区 RLI 運営委員会より、ロ
ータリーリーダーシップ研究会
パート２の申し込み案内が来て
おります。11 月 11 日締切なの
で受講がまだの会員は参加くだ
さい。 
③地区大会は、11 月 14 日
（日）は、南浦和のさいたま市
文化センターで開催予定です。
例年同様、16 時前後には当クラブの紹介が有りま
すので奮ってご参加お願い致します。 
④10 月例会は本日が最後となります。次回は 11 月
1 日となり、年度計画書記載の 10 月 24 日は休会と
なりますのでお間違いのないようにお願いします 
 
 
■ 
■第 2770 地区 米山記念奨学学友選考委員長   

一色 泉 様（さいたま新都心 RC） 
奨学生のグェンティガンちゃ
ん、お世話になってます。カウ
ンセラー島村さん、いつも明る
く接してくださり、ありがとう
ございます。大宮西 RC には、
米山事業に毎回多大な寄付を
いただきありがとうございま
す。福田会長には幼少時代から

かわいがっていただいています。本日はよろしく
お願いします。 
 
 
2021-22 年度 米山功労者の表彰が行われました。 
（プレゼンター 吉田 耕之 様） 
■第１回 米山功労者 感謝状【青色】 
岡部 勉 会員、小熊 一 会員、瀬戸本 一雄 会
員、風岡 淳一 会員、坂原 一 会員  
■第２回 米山功労者マルチプル 感謝状【銅色】 
新藤 信夫 会員、大谷 義武 会員、冷牟田 正見 会
員、矢尾 喜三郎 会員、望月 諭 会員、佐藤 直樹 
会員 
■第５回 米山功労者マルチプル 感謝状【銅色】 
中村 雅之 会員 
■第９回 米山功労者マルチプル 感謝状【銀色】 
齊藤 照夫 会員  

■卓話者ご紹介  
副会長  藤嶋 剛史 
       

2000 年  大宮シティ RC ご入会 
2013-14  会長に 
2018-19  地区米山奨学部門 
     部門委員長 
2019-20  第３G ガバナー補佐 
2021-22  クラブ研修リーダー、   
 25 周年準備委員長 
「いつも奨学生のために」と考え
ている、歴代米山学生人気 No.1。 

★米山奨学事業の概要★ 
日本のロータリー独自の事業（日本全国 34 地区の合
同活動） 
日本で学ぶ外国人留学生の支援（公益財団法人を設
立し運営） 
世話クラブ・カウンセラー制度で交流を重視 
 
事業のはじまり 
1949 年  日本のロータリーが国際ロータリーへ復帰 
1952 年 東京ＲＣが事業構想“平和日本”を世界へ  
1957 年  日本全国の組織へ 
 
米山梅吉翁 
1868 生～1946 没 
16 歳の時、静岡県長 泉町から上京、働きながら勉学
に励む 
20 歳で渡米、８年間の苦学留学生活 
帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事 
三井銀行に入社し常務取締役から三井信託株式会社
を創立し取締役社長に就任 
渡米中、日本人ロータリアン第１号  福島喜三次氏
と出会い、ロータリークラブを知る。 
帰国後 1920 年日本のロータリークラブ第１号である
東京 RC を創立  
晩年は… 
緑岡小学校(青山学院初等部の前身)を私財で創立 
「三井報恩会」を作り全国のハンセン病患者一人一
人にお土産を持って訪問。 
病院のベッドを 3,000 台寄付 
 
「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」 
 
国際ロータリーと米山 
2004 年 ＲＩ理事会で米山記念奨学事業が賞賛 
2007 年 ロータリーの多地区合同活動としての 
    手続きを完了 
2014 年 国際ロータリーが学友の定義拡大、 
    米山学友も「ロータリーの学友」に 
2016 年 ソウル国際大会で初の分科会開催 
 
★米山奨学金と奨学生★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

卓 話 

吉田 耕之 様 



 

寄付実績 
全国平均 15,516 円 
2770 地区は、平均寄付額 26097 円（全国で３番目） 
 
寄付金の種類 

*普通寄付金 
日本の全ロータリアンからクラブを通じて定期的に
いただく寄付金で、各クラブで決定した一人当たり
分の金額の会員数分を、半期に一度送金していただ
きます(2770 地区ではお一人 5,000 円) 
*特別寄付金 
個人・法人・クラブから普通寄付金以外に任意で行
なう寄付で、2770 地区ガバナーからの各クラブへ 1
人当たり 25,000 円以上を目標にされています 
 
特別寄付者割合：全国平均 45.8％  

2770 地区 71.5％ 大宮西 RC 毎回 100％ 
 
★巣立った米山奨学生★  
学友会（国内 33、海外９） 
●2770 地区では、金 正録さんが学友会会長です。
「ハイライトよねやま Vol.259」にゴミ拾い活動の記
事が掲載されています。 

 
 
 
 

奨学生日帰り研修旅行の主催、マスクを老人福祉施
設に寄付、クリーンウォーキング 
・台湾では… 
 留学する日本学生を支援してくれています 
 

例年行っていた、米山記念奨学生の歓迎会が、緊
急事態宣言発出中のため９月に行えませんでし
た。遅ればせながら 10 月に、会員有志でガンちゃ
んの歓迎会を行い、日本古来の薪能を鑑賞いたし
ました。ガンちゃんは笑顔で、狂言の演目「栗
焼」を楽しんでくれました。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ご報告】例会場で募金箱を回覧した、END 
POLIO NOW 募金の総額は 31,863 円でした。 
ロータリー財団に寄付いたします。 

 

歓 迎 会 
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