
 

 

R.I 会長 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー第2840地区 2011-2012年度 国際ロータリーのテーマ 

Reach Within to Embrace Humanity 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１１年 

会長 養田  隆 幹事 村田 勝俊 
クラブ会報・広報委員会 木村 洋一・桑原 志郎・松島 宏明・大友 一之 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２７９６回例会 
(１１月７日(月)第１例会) 

１１月１４日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話  

  「ロータリー米山記念奨学会」について 

（財）ロータリー米山記念奨学会 

理事長 板橋 敏雄 様 

１２． 点 鐘     

    

〈卓話者〉㈶ロータリー米山記念奨学会 理事長 板橋 敏雄 様  〈米山奨学生〉ミフタフル・フダ君

   

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 

 ミフタフル・フダ君へ 

奨学金授与 

 

 

会長の時間 

《報 告》 

・10/24 クラブ協議会 

 桐生５RC 臨時会長幹事会 

・10/30 桐生５RC ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ (桐生 CC にて) 

・10/31 例会変更 

 桐生５RC 合同夜間例会(桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽにて) 

・11/1 群馬大学工学部留学生との交流会 

(会長・幹事・国際奉仕委員長・米山カウンセラー) 

《予 定》 

・11/15 家族会役員会（ファンベック・マサミにて） 

・11/19桐生西 RC 創立 40 周年記念式典(桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽにて) 

幹事報告 

・東日観光より「国際ロータリー年次大会」参加旅行の 

案内が届いております。 

・藤岡ＲＣより「少年少女合唱団群馬県フェスティバル」 

のご案内が届いております。 

・桐生南、桐生西の各 RC より週報到着。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので 

関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 11 月 7 日) 

総員 65 名：出席 46 名 

平成 23 年 10 月 17 日例会修正出席率：84.74％ 

平成 23 年 10 月 24 日例会修正出席率：85.00％ 

塚越 平人君 62 年 
前原 勝良君 44 年 
竹内 靖博君 41 年 
山口 正夫君 37 年 
北川  洋君 36 年 
川村  隆君 35 年 
園田  誠君 31 年 
桑原 志郎君 30 年 

小島 弘一君 75 歳 
日野  昇君 74 歳 
阿部 高久君 73 歳 
舘  盛治君 71 歳 
本田雄一郎君 58 歳 
高橋  昇君 58 歳 
前原  勝君 54 歳 
澤田 匡宏君 54 歳 
山上 達也君 47 歳 
吉尾 憲明君 44 歳 

ようこそビジター 



 
 

ニコニコボックス 

前原勝樹君、郁代様（代理 前原勝良君）…板橋敏雄

様良く来てくれましたね。嬉しいですよ／養田隆君、佐

藤富三君、疋田博之君、塚越紀隆君、岸田信克君、村

田勝俊君、澤田匡宏君…ロータリー米山記念奨学会理

事長板橋敏雄様をお迎えして／金子篤郎君…結婚・誕

生祝の乾杯をさせていただきます／村田勝俊君…

10/31 桐生５ＲＣ合同夜間例会で大変お世話になりまし

た。ありがとうございました／村田勝俊君…宮城県登米

市の佐沼ＲＣの方々に心温まる歓迎をして頂きました／

山田実君…10/30 桐生ゴルフコンペでゴルフバックを頂

きありがとうございました。早速 11/2に使用させて頂きま

した／前原勝良君…「第６回クラシックカーフェスティバ

ル in 桐生」沢山のロータリーアンと事務局の方々のご支

援で無事に終了することが出来ました。誠にありがとうご

ざいました／クラシックカーフェスティバルで前原勝良

君、コンシェルジュ吉田栄佐君お疲れさまでした／北川

洋君、山口正夫君、前原勝良君、川村隆君、園田誠君、

竹内靖博君、桑原志郎君…結婚祝／阿部高久君、小

島弘一君、舘盛治君、高橋昇君、本田雄一郎君、澤田

匡宏君、山上達也君、吉尾憲明君…誕生祝。 

 

米山奨学委員会 

養田  隆会員 10,000 円  疋田博之会員 10,000 円 

藤井征夫会員 30,000 円  森  末廣会員 10,000 円 

吉野雅比古会員 10,000 円 前原勝良会員 10,000 円 

村田勝俊会員 10,000 円 

 

第 6 回クラシックカーフェスティバル in 桐生 

11 月 7 日(日) 

群馬大学工学部桐生キャンパスにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

  

 

（１）本日桐生 RC の例会にお招きいただきまして、米山

記念奨学会の現状と将来への期待そしてお願いを

申しあげる機会を頂きました事衷心より感謝申し上

げます。会長様、米山委員長様に心より感謝申し

上げます。それに、このお話を最初に御誘い下さ

ったのは、会員で御座いました。銀行の研修委員

会の委員で有ります貴クラブの会員から御誘いを

受けました。桐生ＲＣには、私のロータリアン生涯の

口火を切って頂きました大恩人の前原勝樹パスト

ガバナーがいらっしゃいましたので、喜んで参上致

しました次第です。なお、２０１２－１３年度のガバナ

ーは桐生ＲＣより選出されます事おめでとうござい

ます。１０月８、９日の高崎の地区大会で、「のこぎり

屋根の町桐生」の元気のよい宣伝を拝見致しまし

て足利人として胸を張る思いでした。 

（２）私がロータリアンに成りましたのは、１９６２年で、今

年で５０年に成ります。入会後５年でクラブ幹事を

仰せつかりまして、丁度その年に RI でインターアク

トが誕生し、日本へもその運動が拡大されました。

当時は、新潟、群馬、栃木、新潟４県が３５５地区を

形成して居ました。幹事の翌年、私は足利学園高

校にインターアクトを創りその委員長に推されまし

た。その年度の地区委員長が、前原勝樹先生でし

た。私は前原先生の下によく通いロータリーを教わ

りました。その時３５５地区には１７の IＡC が誕生し

て居ました。先生はIＡCをもっと拡大する方法に就

いて御相談を受けました。私は、１７クラブの IＡC

会長を夏休み１週間ハワイへ連れて行く案を申し

上げましたら、大賛成でした。当時ハワイ旅行は高

嶺の華でしたし、しかも私は、ハワイでのロータリア

ン家庭での滞在を手配致しました。先生は大喜び

されまして、２年連続で私は前原先生のお伴を仰

せつかったのです。その間、「ロータリー入門書」の

勉強を確りとさせて頂きました。それが、クラブ会長

から１９８７－８８年度２５５地区（栃木茨城）のガバ

ナー、ロータリー財団コーディネーター、トレーディ

ング・リーダー、２００１－０３年度国際ロータリー理

事を務める事が出来たのだと思います。前原先生

への大恩は忘れた事が御座いません。 

またこんな事が御座いました。前原先生の御長女

の晴子様が、高崎の重田政信パストガバナーに嫁

がれまして、その時先生はお亡くなりに成って居ら

れましたが、奇しくも、重田先生がガバナーノミニー

の時のトレーニングリーダーを私が勤めさせて頂き

ました。前原先生の奥様からお電話を頂きまして、 

「ロータリー 

米山記念奨学会」について 

 

㈶ロータリー米山記念奨学会 

    理事長 板橋敏雄 様 

前原勝良実行委員長と養田会長 

パンフレット販売と 
お絵かき大会の 
お手伝いを任されました。 

吉田栄佐会員 



 
 

「この事を前原は天国でどれほど喜んでいるでしょ

う」と言うお電話を頂きました。少しでも御恩返しが

出来ればと心より思った事でした。   

長く米山常務理事をお勤めに成りました故湯原竹

之助様、そして米山二郎と異名をとりました故佐藤

二郎様のご指

導、ご熱意に

尊敬の念を捧

げると同時に、

何 と 申 し まし

て も ク ラブ 会

員全員により

打ち立てられ

た金字塔であります事を、理事長として、心より感

謝申し上げます。 

（３）私は、日本全ロータリア

ンの大きな誇りであり、

世界のロータリーからも

高く評価を頂いている米

山記念奨学事業の理事

長を拝命して 3 年が経

過いたしました。私自身、過ぎしロータリアンとして

の 50 年の日々の中で、最も遣り甲斐のある奉仕を

させて頂いて居ります事を感謝申し上げますと共

に、本事業こそ全国のロータリアンのご寄付によっ

てのみ運営されて居るものでありまして、皆様への

感謝の毎日を過ごさせて頂いて居ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ここで、少し歴史を振り返って見ましょう。私が、正式

に貴クラブを訪問させて頂きましたのは、今回が 2

度目であります。最初の訪問は、1987 年 7 月 17 日

(金)でありまして、ガバナーとしての公式訪問であり

ました。その時の会長様は、大浦様で、幹事は先

程も感謝申し上げました佐藤二郎様でした。その

日の私の訪問日記には、創立 30 年で地区ガバナ

ーを 2 名輩出の名門クラブであり、創立会員が 14

名お元気に活躍されている長寿クラブでありながら、

老壮青が実によく調和している点感心致しました。

JC 出身者が、長老会員とも良く協力し、親睦・会

報・広報・米山委員長として活躍し、長老会員の信

頼とバックアップを受けています。その様な長寿ク

ラブでありながら、若い力の漲る原因として「昭和

会」昭和生まれの人が全員加入、その中で、JC 出

身者も十分な勉強と同化が出来ている理想的なク

ラブであると称賛して居ります。私は、「ロータリー 

の若返り」と言うテーマで、ロータリーの友 9 月号に

書かせて頂きました。そして、ガバナー訪問を祈念

してポリオ基金へ 2 千ドルのご寄付を頂きました。

当時、1985 年にスタートしたポリオ撲滅運動に最 

 

高に火がついた年度でありました。私は「ポリオガ

バナー」と言われながら、募金のお願いに各クラブ

を訪問させて頂きましたので、皆様のご協力の結

果、1988 年 2月 29 日締め切りの日本ポリオ委員会

発表により当時の我が 255 地区は寄付額累計 1 億

870 万円と成り日本一の座を獲得しました。 

（５）次に、本日

の本題で

あ り ま す

（財）ロー

タ リ ー 米

山記念奨

学会の現

況に就い

て ご 報 告

申し上げたいと思います。現在日本の大学院、大

学に主としてアジアから留学されている学生 800 名

に対して、大学院生 14 万円、大学生１０万円を世

話クラブを通じて毎月支給をしています。熱意を持

って本事業を支えて頂いている各地区委員会と奨

学生個人へ深い愛情を持ってお世話を頂いてい

る世話クラブへの補助費、事務費、等を合計致し

ますと毎年 14 億 5 千万円のニューマネーが必要と

なります。当財団は、政府文部科学省の正式認可

を得て、既に 43 年になりますが、基本財産として

50 億円、特別積立財産として28 億円合計78 億円

を全て国債で保有しています。日本助成財団セン

ターの発表によりますと、当会は本年もまた日本の

助成事業費上位 100 財団の中で、民間の奨学財

団として第 1 位の栄冠に輝きました。正に、全国の

ロータリアンの浄財によってのみ支えられている事

業なので ありま

す。 

2 年前のリーマン

ショック以来、世

界中に拡大し居

り ました 日本 経

済は想像以上の

悪影響を受けて

参りました。いざなぎ景気を遥かに超えて続いてい

た景気が正に急降下致しまして、全ての経済が収

縮し、雇用の問題にまで及んだのです。更に最近

の円高は、日本の輸出企業へのダメージと成り、海

外に生産拠点を移す企業も出てまいりました。私は、

この100年に一度と言われる不況が、皆様からのご

寄付にどのように影響するか大きな心配を持って 6

月末締めの数字を見守っておりました。 2009－10

年度の寄付金は、総額約 13 億 2700 万円となり、

利子収入 9300 万円を加えても収入合計 14 億

2000 万円でした。これに対して、必要額は奨学金

12 億 5600 万円、世話クラブ等補助費等 2 億 200

万円、管理費等 6450 万円の支出合計 15 億 1840

万円と成り、不足額 9800 万円は特別積立財産より

9800 万円取り崩しました。そして来年度の奨学生

800 名枠を堅持しました。不況と会員の減少も原因



 
と考えられますが、それにも拘らず会員一人当たり

の平均寄付額が昨年度よりも増加した地区が 15地

区ありました。深く感謝申し上げた次第であります。

ご理解を深めて頂きまして本事業の維持・拡大の

為にご尽力を賜りたく心よりお願い申し上げる次第

であります。 

（６）一昨年 12 月自社株の上場を機に、1 億円と言う多

額の個人寄付をされた名古屋名東 RC の阪本様の

お話を申し上げたいと思います。坂本様は、既に 2

名の奨学生のカウンセラーをご経験成されて居ら

れ、本年 3 人目のカウンセラーをお引き受け成され

たそうで御座いまして本事業を真に理解されてい

る方であります。理事長として、早速にお礼に上り

たい旨お電話にてご都合をお伺いいたしました所、

私の気持ちですから、その必要は全く有りませんと

のご返事でした。それでも、昨年 11 月の地区大会

に出席して、直接お礼を申し上げる機会を得まし

た。その時、坂本様はこの様に仰いました。米山の

仕事は人を育てる事です。従って、カウンセラーを

受けて、思い通りの感謝の気持ちが伝わって来な

い事があっても決して諦めてはいけませんと言わ

れたのであります。理事長の私として、一人でも多

くの日本のロータリアンに本事業の素晴らしさを理

解して頂き、その気持ちをご寄付に結び付けて頂

く事が私の使命だとの大きな勇気を戴いた思いで

した。 

（７） 私は、予てより、米山奨学事業への寄付は、素晴

らしい奨学事業への「片道切符」でしかないと思っ

て来ました。優れた奨学生の世話クラブになり、例

会で卓話をさせること。また奨学生のカウンセラー

になって、親交をむすびお互いの理解を深める事

が、重要な「帰りの切符」であると思ってまいりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） この様にして、米山記念奨学会は多くの奨学生を

世に送り出しました、韓国からは、高麗大学政治外 

交学科教授で第 14 代駐日大韓民国大使の崔 相

龍（チェ・サンヨン）がいらっしゃいます。1989－72

年東京大

学院に留

学 、 世 話

ク ラ ブ は

東京日本

橋 RC と東

京 城 西

RC でした。

崔さんは、

1998 年故

金大中大統領と故小渕元総理の間で「日韓共同

宣言」が交わされましたがその諮問委員として宣言

文書の作成に参画されました。2000 年駐日大韓民

国の親善大使に抜擢されたのです。  

また、現在、第 18 代駐日大韓民国親善大使の権 

哲賢（コン・チョルヒョン）氏は今から 24 年前に米山

記念奨学会奨学生として、奥様と 3 人のお子様共

に筑波大学院に留学されました。世話クラブは、佐

野東 RC でした。2008 年 4 月に赴任されるや、もう

7 月には佐野東 RC を訪問され、当時のカウンセラ

ーの自宅まで訪問してお礼を言われたそうでありま

す。また昨年 3 月には、韓国大使館に、当時 RI 会

長であった李 東建（D。K.Lee）氏をお招きし、佐

野東の会長、カウンセラー始め日本の元理事も招

待され、ご夫婦で歓待して頂きました。世話クラブと

してお世話になってからもう 24 年の歳月が流れて

居るのに、大使の心の中に日本人の愛情が確りと

根付いているのだという事に私は快哉を叫びまし

た。権大使には、昨年 11 月 19 日第３８回ロータリ

ー研究会本会議に於いてご挨拶を頂きましたが、

出席されたガバナー、ガバナーエレクト、パストガ

バナーに大きな感動を与えました。そして、今年 2

月にカウンセラーであった、佐野の斎藤貞夫先生

がお亡くなりに成り、その通夜式には、東京から大

使館の黒塗りの車で佐野の式場まで見えられ、遺

影の前で「今日の私があるのは先生の御蔭です。

本当に有難う御座いました」とご夫婦で拝礼して弔

問客の涙を誘いました。 また韓国の学友 朴 裕

河（パク・ユハ）さんは、（1987－88 年浦和北 RC 世

話クラブ早稲田大学）で奨学生として活躍、社会・

文化・国際関係を専攻され、現在、韓国世宗大学

日本文学科教授をされていますが、日韓の不信が

産む悪循環を脱し、自省と寛容による和解を探る

「和解のために」と言う著書で大仏次郎論壇賞を受

賞されています。 

   昨年 6 月１日、2 日に亙り東京で開催された（財）ロ

ータリー米山記念奨学会の理事会・評議員会の 2

日にわたり、米山学友を代表して、講演をして頂い

た金 玄勲（キム・ヒョンフン）さんは、1996－97 草

加RCの推薦で世話クラブは大宮南西RC、日本社

会事業大学大学院修士課程を卒業され、帰国後 

は、社会福祉法人「幸福創造」理事長をはじめ、ソ

ウル市在宅老人福祉協会会長等、活躍されて居ら

れます。当日は「誰かを助けること、奉仕すると言う

こと」とテーマで、日本のガバナーやパストガバナ

ーに深い感動を与えました。 

昨年 9 月 4 日日韓親善会議の前に金さんの経営

するデイケアーの施設を訪問しましたら、大勢の老

人が花かご作りに大変に幸せなひと時を過ごして

いました。彼の行動力に改めて感動しました。また、

モンゴルからの学友ジャンチブ・カルバドラッハさん

は、１998-99 山形北ＲＣのお世話により山形大学

院、東北大学院を卒業され帰国後、何とか日本の

大学へ留学出来るような学生を育てたいと、モンゴ

ル初の３年制高校を創立され今年で１０周年を迎

えました。創立当時その基金の募集には、山形の 



 
 

ＲＣを始め「一本の柱の会」が協力され、日本の高

校をモデルに「部活動・制服・給食」制度を導入し、

現在では 750 名の生徒を擁するモンゴル国内では

指折りの進学校と成り、日本の大学にも既に 150名

が留学しています。去る 7 月 30 日には、母校の東

北大学ハギーホールに於いて日本版新モンゴル

高校の 10 周年記念式が開催され出席しましたが、

ロータリアン中心の大勢の参加者の前で、モンゴ

ルの生徒が素晴らしい演技を披露し感動的な祝賀

会が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）台湾学友会は、1971 年に誕生し、1997 年に社団法

人化され、中華民国扶輪米山会として発展してい

ます。毎年12月に盛大に総会が開催され、台湾全

土から 200 人を超える学友が集まります、三年連続

で出席しましたが、全ての学友と挨拶を交わす時、

私は XX 大学の出身で XX ロータリークラブのお世

話になりましたと挨拶をされます。帰国後 10 年経っ

ても日本人の気持ちを忘れないで居てくれる事に

感動を覚えました。台湾には、米山学友が中心に

成って作られたロータリークラブが二つになりました。

その一つはクラブの公用語が日本語です。台北の

東海クラブは今年創立 15 周年を迎え、台湾訪問

の日本のロータリアンが多くメークしています。１昨

年第2のRCが台中に「台中文心RC」が結成され、

家族例会に招待されましたが、学友中心の楽しい

クラブでした。昨年、10 月８日～11 日に亘り日月譚

に於いて開催された日台親善会議にも、ロータリア

ンになった学友が大勢参加され、歓迎して下さい

ました。席上、台湾学友会の理事長を務める阮 

允恭さんは、長年計画をして来た「扶輪米山奨学

金」を設立し、第 1 号奨学生として岡山県出身の山 

下セリさんを紹介しました。彼女は、米山学友会の

お世話を頂いて、国立政治大学で勉強中です。私

は一昨日毎年開催される台湾学友会に出席して

帰国しましたが、今や、台湾実業界の雄と成った徐

重仁さんは１976-77 年平塚ＲＣの世話クラブで早

稲田大学院卒の学友です。経済界で大成功され、

台湾セブンイレブン、クロネコヤマト、スターバック

スの総代理店として台湾最大の流通小売業「統一

超商」の代表取締役社長を務められ、毎年 12 月開

催の中華民国学友会は彼の本社ビルで開催され

ます。台北東海ＲＣ初代会長、台湾学友会の初代

理事長を務め、台日の交流に貢献されています。

去る 10 月 16－17 日の 2780 地区大会には基調演

説者として来日されました｢ホームカミング制度｣に 

 

よるものです。「中華民国米山扶輪会」は 1983 年

に設立され、毎年開催される総会には、全国から

200 名を超える学友が集まり、夫々の地区の活動

報告がなされます。昨年より彼等の資金で、1 年間、

日本から台湾へ留学する大学院生に奨学金を支

給し、学友がカウンセラーを務め、日本ロータリーと

同じように面倒を見てくれています。今年二人目の

笹川優子さんに会って来ましたが。とても幸せな毎

日ですと言って居りました。台湾学友の恩返しで

す。 

（１０）中国学友会の初代会長を務められた姫軍（ジジュ

ン）さんは、１995-97 年東京臨海ＲＣのお世話で東

京大学大学院を卒業され、帰国後北京にて弁護

士事務所を開き、大成功を修められ、姫軍さんは、

毎年 50 万円と言う寄付をなされ、既に 200 万円に

達しています。 

この様に、米山学友でその後母国に於いて活躍

されている方々は沢山いらっしゃいます。米山学友

を単に奨学金を与えるだけではなく、人を愛し、世

界の平和に貢献しようという学生に育て上げる事が

出来たのは、米山奨学制度特有の世話クラブとカ

ウンセラー制度の存在であったと確信しています。

そして、その輪が、確実に学友会に発展していっ

ているのです。 

（１１）今年は、この学友会について幾つも嬉しい事が在

りました。初代会長を務めた姫軍さんは、昨年 3 月

29 日に北京にて中国学友会の創立総会にて、次

の様に会長挨拶をされました。一滴の水でも受け

た恩義は湧き上がる泉の様にお返しすると言う中

国の故事を挙げて、中国学友会の設立は我々の

長い間の夢でしたがこの夢を形にしたのは、我々

学友に共通した感謝の気持ちです。日本で学び、

日本人の心を知っているのは我々を置いて他に誰

が居るでしょう。この気持ちを次世代に伝え、末長

い日中の友好関係を築くのが我々の目的ですと挨

拶され、同席した私は感涙に咽びこの気持ちを一

人でも多くのロータリアンに伝えなければならない

と思いました。 

中国学友会は、去る 7 月 17 日、上海中国国際

交流会館にて第 2 回総会を開催しました。上海総

会の会長は張晋岩さんが勤めました。テーマは、 

感恩・交流・奉仕でした。これには、日本から世話

クラブカウンセラーを含む 253 名が参加しました。

中国全土から 175 名の学友が集まり、総勢 428 名

の大盛会と成りました。式上、お世話に成ったロー

タリー地区への感謝状が贈られました。また私は、

中国全土からの学友の人たちが日本との親密な交

流を望み、しかも各地で奉仕をされ様としているの

は、正にあなた方はロータリーの申し子だと感動に

震えて祝辞を述べました。最後は、400 名を超える

参加者の「手に手繋いで」の大合唱で終了しまし

た。  

 

 

 



 
 

 

第2回総会後の懇親会に私達夫婦と事務局長、広

報担当の事務局員が招待されましたが、参加した

170 名の学友全員が代わる代わる舞台にて、地域

毎に自己紹介をして居ました。彼等は、メールによ

って参加を申し込み普段はそれほど顔見知りでは

無いのです。留学した年度も大学もお世話に成っ

たロータリークラブも違う彼らです。彼らを確りと結

び合わせたのは、世話クラブとカウンセラーによっ

て、植え付けられた日本の心ではなかったでしょう

か。この懇親会に出席して、ステージで挨拶を申し

上げた私は、中国学友会は

来年また北京でお会いしま

しょうと申し上げた後、この

様な会が持てた事は、中国

学友会を永続させる事に成

るでしょうと激励しました。 

（１２）更に、嬉しい事に、暫く休眠中であった韓国学友

会が、本年5月 28 日ソウルに於いて、再開しました。

柳 京子第 4 代会長（祥明大学校教授）の賢明な

努力によって、大学教授、教育庁役員、韓国原子

力研究所員等々の優秀な学友が 90 名参加しまし

た。学友会の組織も確りと編成されて居ましたので、

これからは活発な運動が展開するものと確信しま

す。総会の席には日韓親善会議の韓国側代表の

チェ元ＲＩ理事さんが来賓で見えました。私は、90

名の内 50 名が大学教授であったので、これで、韓

国にも米山イズムが広がって行くでしょうと揚々とし

た前途に祝意を申し述べました。 

（１３）学友会のハ

イライトとして

去る 5 月 30

日 「 東 京 米

山友愛ロー

タリークラブ」

のＲＩ加盟認

証状伝達式

が 400 名を

超える来賓の中で挙行されました。これは、国内で

初めての米山学友を中心にしたロータリークラブで、

会員数29名中米山学友が18名、平均年齢37歳、

学友以外の会員も在日外国人や留学経験のある

日本人で構成され、合わせて 19 ケ国の外国語が

話せるという国際色豊かなクラブとしてスタートしま

した。ついにクラブ名に米山が入ったのです。東京

世田谷中央ＲＣ会長の関 博子代表の熱意によっ

て、見事にスタートしました。米山学友の楊会長 

は、「私達は、助けを必要とする人達の力に成りた

いと言う友愛の精神を持ち、世界の懸け橋となるよ

うな活動を目指している」と力強い挨拶をされまし

た。 

 

 

 

 

 

 

（１４）次に、一昨年度より開始した米山学友ホームカミ

ング制度についてお話します。これは、活躍する学

友を地区単位で里帰りをして貰い、旧交を温めると

共に、日本留学の成果をアピールして貰う制度で

す。各地区毎年 1 名の渡航費、滞在費として 25 万 

円を奨学会から補助します。既に地区大会を掛け

て昨年度は 19 区が実施し、大変に良い結果を齎

しました。ロータリアンは我々の寄付がこの様な形

で世界平和に生きている事に認識を深める事が出

来ました。この制度は今後も拡大してゆこうと思っ

ています。 

（１５）次に、世界で活躍する学友の分布に就いてです。

現在までの受け入れ米山学友 15,776 人の内、

3,860 人が日本に於いて、2,317 人が中国に於い

て、2,706 人が韓国で、2,312 人が台湾で、その他

アジア州で 1,945 人、101 人がアフリカで夫々その

国の指導的階層として活躍をしている事を思うとき、

ファウンダーの米山梅吉翁が思い描いたアジアか

らの世界平和という金字塔に我々は一歩一歩近づ

いていることを確信するのであります。 

（１６）終わりに臨みまして、この世界に誇る奨学事業が、

全国のご理解あるロータリアンのご寄付によっての

み推進されて居る事に我々は、大きな自信と希望

をもって世界平和に貢献して行くべきだと思います。

私達の先達である桐生ロータリークラブの皆様の

前でお話させて頂きました事の栄誉に感謝申し上

げまして私の話を終わらせて頂きます。 ご清聴有

難う御座いました。 

 

【次回例会予告】 
♦11 月 21 日(月) 卓 話 

「ロータリー財団月間によせて｣ 

地区ＧＳＥ・学友会・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長 

山﨑一順君 

地区補助金・奨学金・年次寄付恒久基金委員会委員 

川村 隆君 

♦食 事  赤松   うな重 


