
世界ポリオデー

ポリオ根絶に向けて世

界が一つになる世界ポリ

オデーをご存知ですか。

ロータリーは、ポリオ撲滅

活動のパイオニアである

ことを知って頂きたいので

す。世界ポリオデーは、

世界 初のポリオワクチンを開発したジョナス・ソーク

博士の誕生日にちなみ、10月2４日（～下旬）に設定

されています。

世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）のパートナー団体

であるWHO（世界保健機関）、UNICEF（国際児童基

金）、CDC（米国疾病対策センター）、ビル＆メリンダ・

ゲイツ財団も、それぞれに「世界ポリオデー」を推進し

ます。しかし、ロータリーは何といってもポリオ撲滅活

動の先駆者。率先して模範を示す必要があります。

ポリオ撲滅運動がそうであるように、「世界ポリオデー」

は、日本だけでなくグローバルに設定された日です。

イベントや活動を計画し、日本からもこの運動に大勢

が参加していることを世界に示すことができます。

カナダのオンタリオ東部とケベック西部では、数千

人のロータリー会員が、ポリオ撲滅への認識を高める

ために赤いポンチョを着て街中を行進します。

２つの郡にまたがるロータリー第7010地区では、

会員が10ドルで買える「End Polio Now」ロゴ付きの特

製ポンチョを2000枚注文。これを販売し、売上の半

分をロータリーのポリオプラスキャンペーンに寄付しま

す。

また、地元の政治家とメディアをイベントに招くほか、

ポリオ撲滅におけるロータリーの役割を知ってもらうた

めの集会を催する予定です。各クラブが地元でパレー

ドを行い、たくさん地元メディアに取り上げられれば、

地区の全41クラブがもたらす影響は相当なものにな

るでしょう。

今年の世界ポリオデー当日または前後にイベント

開催を計画しているクラブは、その情報を endpolio.o

rg/jaから登録するよう奨励されています。昨年は、

90カ国から1400以上の世界ポリオデーイベント情報

が登録されました。

道行く人たちから呼び止められ、『ロータリーって何？』

とか『ポリオはもう撲滅されたんじゃないの？』と言わ
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【 本日のプログラム 】 10月20日 国際ロータリー第2780地区地区大会 会場 相模女子大グリーンホール

【 次回予告 】 10月31日 第3回クラブ協議会 「地区大会を終えて」 会長、幹事

【 第1966回例会】 令和元年10月17日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君

【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君 【 童謡・唱歌 】 どんぐりころころ

【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

34名 23名 76.67% 71.86% 6名 原嶋、池澤、板垣、岸、新村、苗加、野口

会長の時間 辻 彰彦 会長
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れたこときっかけでだそうです。今年の世界ポリオデー

にロータリー会員が企画しているその他のイベントを、

以下にいくつかご紹介します。

1)ドイツのジンメンハンスルック・ロータリークラブは、

市のフェスティバルと同時開催で、数種類のスー

プを販売し、ポリオ撲滅を宣伝します。全収益はポ

リオプラスへ寄付されます。

2)インドでは、10月24日に小学生の絵画コンテストと

弁論大会を行い、生徒たちがコミュニティ―センター

に自作の絵を展示し、作文を読むほか、優秀作品

には賞が用意されています。コンテストの参加校が

ポスターを印刷し、チケットを販売します。収益は

ポリオプラスに寄付されます。

3)2人のローターアクターがポリオについての認知を

高めるため、9月末から3月にかけて自転車でインド

を縦断します。

4)イギリスのソープベイ・ロータリークラブは、10月22

日にウェストクリフオンシーの劇場でパープル・フォー・

ポリオ慈善コンサートを開催します。オーケストラが、

1930年代の曲を演奏します。

イベント開催については、利用できるリソースをまと

め、情熱をもってリーダーシップを発揮し情熱があれ

ば、何ごとも実現できる」ということです。その結果、み

んなが進んで協力し、助けてくれるものです。

①10月20日は地区大会です。24日は振替休会で

す。

②地区より台風19号の被害状況をお知らせください。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 小野 泰弘 委員長

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日

藤田 方己 君 10月26日

配偶者誕生日 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 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

入会記念日 髙橋 政勝 君 10月30日

「米山奨学について②」

米山奨学委員会 小栁 智裕 委員長

１、米山記念奨学会の 「歴史」と「目的（役割）」

9万人のロータリアンが支援

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、「公益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（Phil

anthropy*）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。
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幹事報告 富澤 克司 幹事



―なぜ留学生支援なのか？―世界の平和を願って！

「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。

* Philanthropy: 語

源はギリシャ語の

「フィラン（愛）」と「アンソロポス（人類）」から由来して

いる。人類愛・博愛などと訳され、今日的には「社会

貢献」と訳される。

１９６７年設立・５2年を迎える

現在、ロータリー米山記念奨学会は、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。

目 的

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。

民間 大 の 奨学事業

米山奨学生の採用数は、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。

特色 ： 世話クラブとカウンセラー

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、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。

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。

ロータリー米山奨学生は、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。

①学業

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。

②異文化理解

異なる言語･文化･習慣などを理解する努力をする。

③コミュニケーション能力

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。

2、奨学金プログラムについて（奨学生の募集・選考）

主な米山奨学金プログラムの募集・選考には、指

定校推薦制度が導入されています。指定校推薦制

度は、地区が選定した指定校から優秀な学生を推薦

してもらい、推薦された候補者を地区が面接・選考

するものです。地区は推薦の基準（国籍割合や学年、

専攻など）を指定校に提示できます。

地区奨励奨学金は、大学・大学院以外の教育機

関（短大・高専など）に在籍する留学生を対象として
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います。奨学金額が大学院生の半額である代わりに、

1人の枠で2人採用できます。近隣に大学のない地

域にも世話クラブを広げられるという利点もあります。

大学から推薦された候補者をロータリアンが面接

選考して、合格者を決定しています。例年7月に、各

地区の選考委員会が指定校を決定します。指定校

から推薦された候補者を、各地区のロータリアンが面

接選考して合格者を決定しています。（約3人に1人

が合格します）

３、奨学金について

４、米山学友の活躍

巣立った学友は約2万人。多くの学友がアジアを中

心に活躍しています。母国に戻ってその発展に尽くす

人、母国と日本の懸け橋として活躍する人、世界平

和と国際理解のために貢献する人など、米山学友は

さまざまな活躍をしています。

米山学友を中心に設立されたクラブは、台湾に2つ、

日本に3つあります

1995年創立の台北東海ロータリークラブ（ＲＣ）は、

台湾に帰国した米山学友が力を合わせて立ち上げ

た初のクラブです。日本語を公用語として、日本との

親善交流に尽力しています。2007年には、米山学

友を中心に台中文心ＲＣも誕生しました（公用語は中

国語）。

日本では2010年、第2750地区に国内初の米山学

友を中心としたクラブ、東京米山友愛ＲＣが創立。20

12年6月には、その子クラブとして、東京米山ロータリー

Ｅクラブ2750が設立されました。また、2013年11月

に加盟承認された第2770地区のさいたま大空ＲＣ

は、創立会員全員が、財団学友と米山学友によって

構成されています。

米山学友会は、国内に33、海外に9つ設立されてい

ます

学友会とは、学友と現役奨学生によって組織される

米山記念奨学生の同窓会組織です。各学友会で活

動内容は異なりますが、奨学期間終了後も地区と連

携しながら、ロータリアンと学友が継続して交流を深め

るイベントや、さまざまな地域奉仕活動を企画し、活

動しています。

海外には、台湾、韓国、中国、タイ、ネパール、モン

ゴル、スリランカ、マレーシア、ミャンマーの9つの米山

学友会があります。 も新しいミャンマー米山学友会

は、2017年2月に誕生しました。

５、米山記念奨学会への寄付について

米山への寄付には「普通寄付金」と「特別寄付金」の

2種類があります。

普通寄付金は、半期に一度、各クラブで決まった一

人分の金額を会員数分ご送金いただくご寄付です。

(大和中RC半期で2,500円)

特別寄付金は、任意でいただくご寄付で、個人寄付・

法人寄付・クラブ寄付の3種類があります。累計額に

応じた表彰制度があります。ご寄付は、おいくらからで

もご送金いただけます。

特別寄付(任意でいただく寄付)には、表彰制度があり

ます。

すべての寄付金に税制優遇が受けられます。

ロータリー米山記念奨学会は内閣府より「公益財団

法人」の認定を受けているため、当会への寄付金に

は、所得税（個人）、法人税（法人）の税制優遇が受

けられます。また、相続税も非課税となります。

特別寄付の 「一人/２万円の寄付」の

ご協力のほど、何卒 宜しくお願い致します
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河西 正彦 様（大和田園RC）

台風19号の被災者の方々にお見舞い申し上げま

す。本日はお世話になります。よろしくお願いいたしま

す。

辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事、

橋本 日吉 副会長

本日の卓話米山奨学について、経験豊富な小栁

委員長よろしくお願いいたします。河西さんようこそ。

髙橋 政勝 君

入会記念のお祝いありがとうございます。

石川 健次 君

仕事はリタイヤしましたが、伊藤さんのスマイル担

当なので、創業記念日のスマイルをします。

北砂 明彦 君

本日のスマイルは伊藤会員にお願いいたしました。

よろしくお願いいたします。誕生日祝い、ありがとうご

ざいます。57歳になります。まだまだ、若輩者ですが

よろしくお願いいたします。

伊藤 英夫 君

地区大会に欠席します。よろしくお願いいたします。

スマイルボックス 伊藤 英夫 委員 本日 ￥8,000 累計 ￥２８６，３００


