
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について
米山奨学事業は、日本 初のロータリークラブの

創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念し
て発足しました。1952年に東京ロータリー･クラブで
始められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共
同事業に発展し、1967年、文部省（現在の文部科
学省）の許可を得て、財団法人ロータリー米山記念
奨学会となりました。
奉仕の人「米山梅吉」
米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉

氏（1868－1946）は、幼少にして父と死別し、母の
手一つで育てられました。16歳の時、静岡県長 泉
町から上京し、働きながら勉学に励みました。20歳
で米国へ渡り、ベルモント・アカデミー（カリフォルニ
ア州）ウエスレヤン大学（オハイオ州）シラキュース
大学（ニューヨーク州）で8年間の苦学の留学生活
を送りました。帰国後、文筆家を志して勝海舟に師
事しますが、友人の薦めで三井銀行に入社し常務
取締役となり、その後、三井信託株式会社を創立し
取締役社長に就任しました。信託業法が制定される
と逸早く信託会社を設立して、新分野を開拓し、そ
の目的を”社会への貢献”とするなど、今日でいうフィ
ランソロ ピー（Philanthropy*）社会貢献（人類愛）の
基盤を作りました。

晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハ

ンセン病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・
医療事業に奉仕しました。また、子どもの教育のた
めに、はる 夫人と共に私財を投じて小学校を創立し
ました。”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”これは米山梅吉氏の願いでもあり、
ご自身の 生涯そのものでした。”他人への思いやりと
助け合い”の精神を身もって行いつつ、そのことにつ
いて多くを語らなかった陰徳の人でした。
世界の平和を願って ―なぜ留学生支援なのか―
「今後、日本の生きる道は平和しかない。それを

アジアに、そして世界に理解してもらうためには、一
人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日本
人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、日本
のロータリーに もふさわしい国際奉仕事業ではな
いか」――。事業創設の背景には、当時のロータリア
ンのこのような思いがありました。
それから60年余の歳月が流れましたが、”民間外

交として世界に平和の種子を蒔く”という米山奨学
事業の使命は一貫して変わっていません。むしろ、
今日の世界情勢と日本の置かれている状況を考え
るとき、その使命はますます重要性を増しているの
ではないでしょうか。留学生への支援は、未来に向
かって平和の懸け橋をかける尊い奉仕なのです。
米山記念奨学会は、今年度設立５０周年を迎えま
す。そして、勉学、研究を志して日本に在留している
外国人留学生に対し、日本全国のロータリアン（ロー
タリークラブ会員）の寄付金を財源として、奨学金を
支給し支援する民間の奨学団体です。
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【 本日のプログラム 】 10月10日 移動例会 「米山梅吉記念館を訪ねて」 米山月間にあたり
【 次回予告 】 10月29日 家族移動例会 「米山梅吉記念館を訪ねて」 米山月間にあたり

【 第1873例会 】 平成29年10月5日（木） 【 司会SAA 】 藤田 方己 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 新村 千成 君

【 ゲスト 】 大下 勲 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

41名 31名 88.57% 83.33% 11名 橋本（吉）、引田、板垣、苗加

会長の時間 小栁 智裕 会長
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将来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奨学することを目的として
います。奨学生の採用数は、年間800人（枠）。奨
学団体としては、事業規模・採用数とも、日本国内
では民間 大です。奨学金による経済的な支援だ
けでなく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウン
セラー制度による心の通った支援があります。
優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性はも

ちろんのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケーショ
ン能力」への意欲や能力に優れている点が含まれ
ます。
奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文化、

習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育
て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と
維持に貢献する人となることが期待されます。
学問に対する研究の目的・目標を明確にし、研

鑚（けんさん）を重ねてその成果をあげる努力をする。
異なる言語･文化･習慣などを理解する努力をす

る。 人間関係における円滑なコミュニケーションを
築き、自己の確立と共に他者を受入れる柔軟な姿
勢をもつ。年間の奨学生採用数は800人（枠）、事
業費は12.5億円（2013-14年度決算）と、国内で
は民間 大の国際奨学事業となっています。これ
までに支援してきた奨学生数は、累計で18,648人
（2015年7月現在）。その出身国は、世界123の国
と地域に及びます。米山奨学金には、奨学金による
経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世
話クラブとカウンセラー制度による心の通った支援
があります。
ロータリー米山記念奨学会は、ロータリーの理想

とする国際理解と相互理解に努め、国際親善と交
流を深めるために優秀な留学生を支援し、国際平
和の創造と維持に貢献することを目的としています。
日本全国のロータリアンの寄付金を財源とし、日本
で学ぶ外国人留学生に対して奨学金を支給してい
ます。年間奨学生数800 名、奨学金支給額はおよ
そ１２億５千万円と国内では 大規模の奨学事業
団体です。今年度は、一人 / ２万円 の寄付のご
協力をお願いしております。ご協力のほど、何卒 宜
しくお願い致します。

10月10日（火）、米山梅吉記念館への移動例会

です。10/12は移動例会の振替休会。10/19は取

止例会。10/26は第1回家族例会の振替休会となっ

ております。

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長
10月29日（日）第1回家族会というで、山梨県に

紅葉を見ながら白糸の滝、忍野八海、富士浅間神

社のパラースポットを巡る旅です。今のところ少々参
加者が少ないようですので、会員の皆様の言下をお
待ちしております。よろしくお願い申し上げます。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 新村 千成 委員

会員誕生日 板垣 克浩 君 10月5日

北砂 明彦 君 10月18日

藤田 方己 君 10月26日

配偶者誕生日 石田 いみ子 夫人 10月15日

梅田 安代 夫人 10月24日

神作 道江 夫人 10月27日

結婚記念日 岸 幸博 君 10月7日

玉川 雄 君 10月19日

郡司 守 君 10月20日

梅田 秀雄 君 10月24日

藤田 方己 君 10月30日

創業記念日 石川 健次 君 10月18日

鈴木 洋子 君 11月1日

野口 宏 君 11月1日

入会記念日 入江 公敏 君 10月13日

藤塚 勝明 君 10月16日

引田 俊一 君 10月28日

髙橋 政勝 君 10月30日

「イルカの調教について」

新江之島水族館 展示飼育部

海獣類チーム サブリーダー 大下 勲 様
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委 員 会 報 告

卓 話

幹事報告 北砂 明彦 幹事
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小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事、
髙橋 政勝 副会長
本日は新江之島水族館大下勲様、ようこそお出で

下さいました。イルカの調教は夢のある仕事に見えま
すが、生き物相手、ご苦労のある仕事でもあると思い
ます。本日は宜しくお願い致します。
北砂 明彦 君
誕生祝ありがとうございます。 近は酒を飲むと次

の日が重く感じます。少し量を減らしていこうと思いま
す。
髙橋 政勝 君
入会記念のお祝いありがとうございます。

岸 幸博 君
結婚記念を祝って頂きありがとうございます。

川名 惠美子 君
板垣克浩様、北砂明彦様、藤田方己様、お誕生日

おめでとうございます。
野口 宏 君
創業記念のお祝いありがとうございます。

石田 卓也 君
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

古郡 清 君
妻の誕生祝ありがとうございました。歳とともに元気

がなくなりました。

新村 千成 君
大分寒くなりました。皆さま体調気をつけてください。

本日もよろしくお願いいたします。
梅田 秀雄 君
女房の誕生日と結婚記念日を祝って頂き、ありがと

うございます。お互いに無関心で思い出さなくなりまし
た。
藤塚 勝明 君
入会記念のお祝いありがとうございます。31年の年

月が過ぎ去りました。
入江 公敏 君
入会記念の祝いありがとうございます。

石川 健次 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。もう仕事

もしていないのでが、せっかくだから頂きます。
藤田 方己 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。誕生日

のお祝いありがとうございます。70歳になってしまいまし
た。
鈴木 洋子 君
創業記念のお祝いありがとうございます。今日八千

代銀行さんの会場は１回で、あとは米山記念館と家族
例会です。外の例会になりますがスマイルをよろしくお
願いします。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \18,000 累計 \231，309


