
小池東京都知事に変

わってから、都知事記者

会見は、毎週金曜日午

後二時ごろ地上波のテ

レビ放送で生中継されて

います。先週は、鳥取の

地震で途中変更されましたが、都知事の発言力は

強烈です。メディアの関心は築地市場移転問題、

東京オリンピック・パラリンピック会場と予算に向い

ていますが評価したいのはそればかりではありませ

ん。例えば国家戦略特区の枠組みを積極的に改革

に使おうとしたり、先週21日は、福島フラッグツアー

訪問の話がありましたし、特に東京環境サポート債

の発行の検討などは、住宅の耐震・不燃化、都道

の電柱ゼロ、満員電車の解消と言った都知事のア

ジェンダの達成にも寄与しそうですし、何よりも大き

なことは、東京を再び国際金融センターにする基盤

づくりにも貢献できます。

さて、地区大会の中で、16日午前中のロータリー

財団100周年記念事業の一環で行われた「ロータリー

の夢を次世代へ」では、財団が様々な取り組みを行

い、ロータリーの活動の原動力を感じました。素晴ら

しい内容でした。しかし、午後の公共イメージの委員

会報告は、大変がっかりしました。これだけ素晴らし

いことをロータリーは行っているのに2780地区は、3

年間のポリオの活動のみを報告されていました。そ

して自画自賛していました。わがクラブも今年度7月

に地引網の募金活動でポリオのクラブ目標を既に

達成しました。ですからポリオを反対しているのでは

ありません。何で公共イメージ向上がポリオ一色な

のかと言う点に懸念しているのです。イメージ用具

についてもポリオ一色です。財団等を使って素晴ら

しい奉仕活動をそれ以外にも行っているのにポリオ

のシャツを売ったり、ポリオ募金を募っていれば、世

間の人はロータリーに注目してくれると思っている

のでしょうか。小池都知事の強烈な発言力の源で

ある様々なアジェンダとは、大きく違っています。

ところで、今月は、米山月間でもありますので、米

山梅吉氏と米山記念奨学事業についてお話し致し

ます。米山梅吉氏はロータリーができた15年後192

0年に東京ロータリークラブを創立、日本に初めてロー

タリークラブを導入した初代東京ロータリークラブ会

長であります。ロータリーの創始者であるポールハリ

スとほとんど同時期を生きた米山梅吉氏は、実業
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【 本日のプログラム 】 11月10日 夜間移動例会 「東慶州RC合同例会」 会場 北京飯店
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【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 玉川 雄 君
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家であり教育者でロータリーの理念を深く理解し、

強く共鳴した方だと思います。三井信託銀行を創

立、現在の青山学院初等部の創立者でもあります。

「ロータリーの例会は人生の道場である」という教

えの如く、人の足らざるところは無限にある。広く

会員の中には自分にない優れたものの考え方、立

居振る舞い、言葉づかい、生きる姿勢、溢れる情熱、

能力と知識の深さ、生きた情報等々学び取ること

は極めて多い。あるいは反面教師的な学びもある。

人としての品格、教養を高める場がロータリー活動

の中にあるとして、重要な価値の共有の推進をした

人でもあります。没後、平和を愛し、青少年に手をさ

しのべた米山梅吉氏の遺徳を記念する事業として1

952年に東京ロータリークラブが海外からの留学生

を支援する構想が始まり、やがて日本全国のＲＣの

共同事業として発展し、米山記念奨学事業となりま

した。昨年度のＲ米山記念奨学事業には、全国の

ロータリアンから14億円もの寄付が集まりました。こ

れにより2016年度の奨学生は、750人となりました。

累計では19,197人となっております。目的は、母国

と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する優

秀な留学生を支援することですが、民間最大の奨

学団体であります。卒業した米山奨学生を米山学

友と呼びます。韓国駐日大使やスリランカ警察庁長

官、モンゴルで大学を設立した学友、ガバナーになっ

た学友もいます。

それから中国、韓国の奨学生が多いのではとの

声があります。たしかに両国合わせると半分ぐらい

になります。政治などの問題があればこそ、日本で

学びたい留学生は温かく迎え奨学していくべきだと

思います。帰国した米山学友は、各国で米山学友

会を作っています。ロータリーの友のよねやま便りに

韓国の学友の記事があり、帰国して韓国学友会に

入り、これを母体に衛生クラブを創立したという記

事がありました。全員日本に留学した経験からすぐ

に楽しい和となったとあります。また、中国からの米

山学友は、渡米し大金を掴んだわけではないのに

順調な暮らしになったので6年後から毎年1000ドル

を恩返しとして元のホストクラブに贈られ、寄付額は

累計で160万円になったそうです。「お世話になっ

た恩返しに」などの理由で米山学友からの寄付額

は2500万円になります。お金だけではありませんが

日本と母国の懸け橋になる気持ちが伝わってまい

ります。

来月10日から12日の日程で姉妹クラブである東

慶州ＲＣの皆さんが来日されます。せっかく来られる

ロータリーの友を歓待しようではありませんか。我々

は、ロータリアンとして、また一人一人の人間と人間

として懸け橋を築こうではありませんか。この繋が

りによる国際理解を深めることこそが国際親善に

つながるものだと確信いたします。

①11月12月のプログラムをお配りしました。クラブ

活動計画書に記載されたプログラムは一部変更

しております。

②次週11月3日は文化の日により、例会は取りや

めとなっております。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

会員誕生日 梅野 房子 君 11月9日

野口 宏 君 11月12日

配偶者誕生日 神作 道代 夫人 10月27日

番 枝美子 夫人 11月6日

藤田 真佐子 夫人 11月16日

結婚記念日 藤田 方己 君 10月30日

中村 友彦 君 11月2日

後藤 定毅 君 11月3日

阿萬 正巳 君 1月10日

橋本 吉宣 君 11月11日

創業記念日 鈴木 洋子 君 11月1日

野口 宏 君 1月1日

北砂 明彦 君 11月6日

橋本 日吉 君 11月13日

入会記念日 引田 俊一 君 10月28日

髙橋 政勝 君 10月30日

板垣 克浩 君 11月6日

梅野 房子 君 11月10日

「建築の世界観」

後藤横浜事務所 代表取締役 後藤 欽也 様
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事

委 員 会 報 告
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入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

先週のクラブ協議会では、多数の会員のご意

見ありがとうございました。是非参考にさせて頂

きます。本日の卓話、（株）後藤横浜事務所 後藤

欽也社長、どうぞ宜しくお願いします。ようこそお

出で下さいました。

郡司 守 君

①永らく休んでおりましたが、腰部の狭窄症も2

度ブロック注射を打って、家の中を立ち上がれ

ないのを2週間ほど、少しずつ快方に向かい、やっ

と例会にも出られるようになったかと、久しぶり

今回出てこられました。宜しくお願いします。

②結婚記念日のお祝いありがとうございます。家

の者は誰も気にせず、10月20日過ぎてしまいま

した。

橋本 日吉 君

11月13日、会社設立32年目になります。皆様

や地域に支えられ、何とかここまで辿り着きました

が、これから40年、50年企業づくりに邁進して行

きたいと思っております。皆様のご指導を宜しく

お願いします。

髙橋 政勝 君

入会記念のお祝いありがとうございます。

阿萬 正巳 君

結婚記念のお祝いありがとうございます。

番 桂柳 君

家内の誕生を祝って戴きお礼申し上げます。

神作 彰 君

妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

藤田 方己 君

妻の誕生日祝いありがとうございます。僕の結

婚記念日ありがとうございます。

新村 千成 君

梅野さん、野口さん、お誕生日おめでとうござ

います。

北砂 明彦 君

創業記念ありがとうございます。

中村 友彦 君

結婚記念日のお祝いをして頂き、ありがとうご

ざいます。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \15,000 累計 \263，０0０


