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第 1196回例会
その他来信

今月は米山月間です。今日は地区委員の田島先生に

例会変更

財団室 NEWS2018 年 10 月号
※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

卓話をお願いしました。我々のクラブも、是までに 4

10／5（金） 津久井※

名の米山奨学生をお世話してきました。私のビルに入

10／9（火） 大和

相模原グリーン※

っている「ANITA」も、ネパール出身の元米山奨学生 10／10（水）相模原西
です。本人は帰国していますが、今も奥さんと弟さん

10／11（木）津久井中央

で営業しています。25 年位前の開店時には、ネパール 10／12（金）津久井

相模原グリーン※

大使がボディーガード 2 人と共にリムジンで乗付けた 10／15（月）相模原東※
ことを覚えています。最近は中国人が多いように思い

10／16（火）相模原中※

ますが、両国の架け橋になってくれることを願います。 ゲスト＆ビジター
今日はワインの話をさせて頂きます。秋はワインが
美味しくなります。未だ暑い日もあるので、今の時期

分が豊富な白亜の石灰質土壌が関係しています。ソム

相模原柴胡※
大和 10／13（土）14（日）
地区大会

田島富美子 様（地区米山奨学委員／相模原西 RC）
青塚

淳次 様／小澤加代子 様／是次耕太郎 様
（相模原西 RC）

は白ワインがお勧めです。
“牡蠣にはシャブリ”と言い
ますが、古代シャブリ地区は海で、蛎殻等のミネラル

大和田園

大野

清一 様（横浜東 RC）
田所財団委員長（代読:角尾会員）

リエの中には、
“牡蠣には日本酒”という人もいますが、 日本独自の特別月間である 10 月の米山月間は、特に米
白ワインには抗菌作用もあり、生ガキの雑菌を酸味の

山奨学事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動を

多い白ワインで殺菌するためという理由もあります。

する事が推奨されています。寄付目標は 1 人 2 万円で

最近は酸味を和らげるために、乳酸発酵で作るところ

すので、今月中にお願いします。R の友 10 月号 13～

が増え、クリーム系の料理に合います。生ものには酸

20P に特集記事が掲載されています。ご一読下さい。

味の強い方が合うので、この時期お楽しみください。
田島富美子 地区米山奨学・米山学友委員（相模原西）
・ガバナー･ノミニー選出の件 11／29（木）12 時必着

私は 2 年目の地区委員で、今日は澤田

会長幹事署名入り提案書、クラブ決議書、本人の履歴書

委員長の指示で参りました。私は医師

・2019－20 年度実施向け、

であり、増加傾向にある女子学生のケ

地区補助金説明会及び補助金管理セミナーの案内
11／3（土）13 時～

アをするために委員になりましたが、

第一相澤ビル 8F「会議室」 米山奨学事業については、未だ勉強途中です。今日は、

・職業奉仕月間卓話者派遣の件

申込：11／10 迄

・END POLIO NOW オックスフォードシャツ受注案内
1 枚 5,000 円（S～3L）

申込･送金：10／末

皆様と一緒に勉強させて頂くつもりでお話させて頂き
ます。私が初めて「米山記念奨学会」と聞いた時に、
米山梅吉先生がお作りになった奨学事業だと思いまし

・2019 年規定審議会立法案提出のお願い 〆切：3／20

たが、実は米山氏没後 1952 年に東京 RC が米山氏の

・2018 年規定審議会について

功績を讃え残したいと始まったものです。皆様も、伊

・IAC 年次大会登録のお願い
11／23（金）10 時

登録･送金：10／19（金） 豆の米山梅吉記念館には行かれた事があると思います

平塚学園高校

登録料：3 千円 が、私も 2 回訪れています。では、米山記念奨学会の

・会長幹事会の案内 10／9（火）18：30 徳樹庵

歴史についてお話します。東京 RC 創立が 1920 年で

すから、1905 年の RC 創立から僅か 15 年で日本初の からでした。10 日間ご一緒させて頂く中、待ち時間に
RC が出来た訳です。東京 RC の創立メンバーであり、 読書する姿にオーラを感じました。第 2780 地区は国
クラブ創設に奔走したのが米山梅吉氏でしたが、会員

際大会でポリオ寄付表彰を受けました。米山奨学金は、

になる条件が 2 つあったそうです。1.中小企業のそれ

一定数の奨学生を維持するために、大学院生 14 万円、

なりのオーナーであること、2.英語が流暢に話せるこ

学部生 10 万円と何れも数年前より減額されました。

と、この時代にこの条件に当てはまる人は少なかった

当地区の寄付額は第 3 位です。皆様の寄付で米山奨学

と思います。厳しい条件を満たした誇り高き会員の中

会は成り立ち、小沢理事長も今年で交代されます。皆

で活躍し、RC を愛し、RC のために尽くし、青山学院 様のお気持ちを、是非寄付として宜しくお願いします。
緑丘小学校創立に私財を投じて奔走しました。没後、
財産は殆ど無かったと聞いています。貧困の解消など、
奉仕活動に尽力された方です。東京 RC は戦時中 RI
を脱退しますが、RI 復帰は米山氏が亡くなった後でし
た。RI 復帰を待つことなく亡くなった米山氏の功績を
偲び、東京 RC の中で立ち上がった事業が始まりで、
奨学金の額も多かったようです。米山奨学事業の対象
は東南アジアの国を中心として、日本で学んだ成果を
持ち帰り、世界平和に役立つようにという主旨で起こ
された事業です。RC は R 財団（R 財団の父、アーチ・
クランフ）が出来ていなければ、現在の様な繁栄はな
かったと言われています。理念として、奉仕をしたい、
親睦を深めたいと言っても、財源が無ければ何もでき
ません。資金という裏付けがあってこそ、R 活動は円
滑に行われていくものです。米山奨学事業も、RC 会
員ひとり一人の寄付が財源です。外部からの寄付等も
ありますが、皆様の寄付が基金となり成り立っていま
す。強制ではありませんが、不景気になると目標を下
回ることもあり、資金的に苦しい時期も経ています。
好不況に左右される事は致し方ない事で、半分しかで
きない、全くできないという方もいらっしゃるでしょ
う。米山記念奨学会は、1967 年に「財団法人ロータリ
ー米山記念奨学会」となり、2012 年に公益法人制度改
革に伴い「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」
へ移行しました。最近の話ですが、小沢一彦理事長の
ご尽力で、ホシザキ（業務用厨房機器）が多額の寄付
金を申し出て下さいました。小沢理事長曰く「僕は寄
付をさせることが凄く上手、僕の傍にいる人は何故だ
か寄付してくれる」のだそうです。私達夫婦も昨年、
小沢氏と国際大会ツアーに参加しました。殆どが PG
の集まりに何故誘われたのか疑問でしたが、参加予定

出 席 報 告

の PG が心臓発作で不参加となった

今月のお祝い
会員誕生日

宮崎雄一郎 会員（16 日）

奥様誕生日

笠井八千恵 様（18 日）
布野 玲子 様（25 日）

結婚記念日

加藤 良夫 会員（5 日）

おめでとう
ございます！

齋藤美希子 会員（30 日）

スマイル報告
田島富美子

様

今年度累計

￥74,500

本日は、米山記念奨学会のお話を、

委員 2 年目の私ですので、皆様と一緒に勉強を始めた
く参りました。よろしくお願いします。
青塚淳次

様

初めてメイクに参加させて頂きました。

どうぞよろしくお願い致します。
小澤加代子

本日は、初めて大野 RC 様にお邪魔

様

いたしました。お勉強させて頂きます。
是次耕太郎

様

相模原大野ロータリークラブの皆様、

よろしくお願い致します。
大野清一
座間勇

様

初訪問です。宜しくお願い致します。

会長

田島先生、新クラブ創立お目出とうご

ざいます。相模原西 RC の皆様、本日はお忙しい中、
有難うございます。卓話楽しみにしています。
加藤良夫

会員

結婚記念日祝い、有難うございます。

角尾彰央

会員

田島先生、本日は宜しくお願いしま

す。相模原西 RC の皆様、ようこそ。青塚さん、又一
緒に飲みましょう！横浜東 RC の大野様、ようこそ。
齋藤美希子

会員

結婚記念日のお祝い、有難うござ

います。歳は取っていますが、未だ結婚 13 年です。
今後も主人と仲良くしていくよう努力します。

今後の予定
10／17（水）クラブ協議会《ガバナー公式訪問に備えて》
10／24（水）→10／14（日）地区大会に振替
10／31（水）クラブ協議会《ガバナー公式訪問》
11／7（水）【R 財団月間に因んで】田所地区委員長

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

6名

7名

0名

1名

46.15 ％

9／19 66.67 ％

