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・四つのテスト斉唱　矢島（高）職業奉仕委員�

・卓　話　神田康夫ロータリー財団委員長�

　　　　　吉田  健米山奨学委員長

【会長報告】

　１０／３０地区米山記念奨学研修会。米山記念

奨学会は日本で最大の奨学金団体。１９５２年

創立、まもなく６０年。予算規模は昨年度実績で、

寄付金収入１３億１３００万円（会員１人約１万

４６００円）。運用資産の利息９８００万円と合計

で１２億１２００万円だったのですが、現行で

８２７名の奨学生を抱えているそうで、実際の

奨学金１２億２９００万円、それ以外の学友関係費

３４００万円、地区関係補助費５１００万円、世話ク

ラブ補助費３２００万円、広報活動募金費２４００

万円、事業に関わる人件費４５００万円、借室料

９００万円の合計で１４億８９００万円。差し引き

７７００万円の赤字でしたが、流動資産（特別積

立金）から取り崩して払ったようです。基本財

産は５０億円と特別積立財産が２７億円。因みに

２５７０地区では会員１人当たり１万５１５３円

を寄付（飯能はそれより少なかった）。地区で

２４名の奨学生を預かっており、次年度も２４名。

５３クラブですから２．２年に１回位、回ってく

る計算。カウンセラーには１年間やってもらい

たいので、地区としては次年度の米山委員長

にお願いしたいとの事。８２７名のうち、中国

３９０名、韓国１３６名、ベトナム７１名（従来は台

湾）。累計１万６０００人程、１位は中国４９００名、

韓国３９００名、台湾３２００名。詳しくは『豆辞典』

を見て頂きたい。

　昨日は役員会を夜、開催し、１９名中１８名が

出席。会議の後も盛り上がりました。

【幹事報告】

・１１／１第６回役員会。前回議事録確認、１２月

　プログラム、（９名の理事）指名委員会設置、

　新入会員（税理士・森健二様：本日、選考の件

　について配付）、ＩＭ実行委員会プロジェクト

　チームは前島新世代委員長他ＰＣの得意な

　方４名を選任する事、承認。�

・１１／１１親睦ゴルフは２５名参加。�１２／２１ク

　リスマス家族会、ゲスト「後川清」さん。楽し

　い方だそうです。�Ｈ２４年６／９（土）１０（日）

　親睦旅行は秋田方面。�

・奥むさし駅伝広告協賛３万円、承認。�

・１１／１３（日）協賛している西川材フェア。�

・週報：所沢、所沢中央ＲＣ�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　１１／１１ゴルフコンペ、２５名の参加、有難う

ございます。９時集合よろしくお願いします。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　  増島君

【Ｍ　　Ｕ】
１０／３０（ガバナー）吉島君
１１／２（第３Ｇ）吉島君、間邉君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・吉田様、神田様、卓話有難うございます。大附君�
・先日、埼玉県商工会議所議員大会で記念品を頂き、有
　難うございました。吉田（健）君、大木君、矢島（巌）君�
・結婚記念日５１回でお花を頂き、有難うござ
　いました。　　　　　　　　　　　平沼君�
・遅刻　　　　　　　　　　　　  吉田（行）君�
・早退　　　　　　　高橋君、大野君、小川君�
本日計１３，０００円、累計額４５８，１１２円。
◎９日例会当番は雨間会員、安藤会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　　大附ロータリー情報委員長
　財団、米山は計画書にいろいろ使い道が書い
てあるが意外とスーッと通ってしまいがち。ベ
テランの両委員長によく噛んで説いて頂きたい。

　入会２２年、ＲＩの事はよく分からずに過ごす。
“よくそれでバッジを着けてるな”ともう一人の
自分が尋ねる。バッジには「ロータリー・インター
ナショナル」とあり、「飯能」とも「ジャパン」とも
載っていない。３年前のＩＭ、藤川享胤ＰＧの「夢
に生きる」の講演の衝撃が今も忘れられない。
ＲＩとＲ財団との関係、ＲＣの深層、本質が少し
分かった気がした。廣畑富雄著『ロータリーの
心と原点～基本に返ろう』を読むと、ポリオ撲滅
運動が日本ではほとんど知られていないとある。
国際感覚を持つお二人共が、０２―０３年度「慈愛
の種を播きましょう」とのテーマを掲げられた、
タイのラタクルＲＩ会長の考えに共鳴されてい
たのが面白い。ＲＩ最優先のプログラム、１９８５
年からのポリオ撲滅について「日本にポリオは
無いのだから一生懸命提唱するのは無意味な事」
と私は思っていたが、日本の事だけしか考えて
いなかったと反省している。世界的視野で考え
ればＲＩで扱うに相応しい運動である。１週間
程前のニュース、「パキスタンのポリオ撲滅支援
に日本政府が５０億の円借款。それでパキスタン
はポリオ・ワクチンを買う。その、借りた５０億円
はマイクロソフトのゲイツ財団が肩代わりする」。
世界規模は単位が違うなと思うと同時に、会員
一人から始めなければ５０億という支援も集ま
らないのだと感じた。Ｒ財団は寄付で成り立つ。
寄付が無ければＲ財団の活動など、あり得ない。
「日本には寄付の文化は無い」と言われる。キリ
スト教圏では日曜毎に教会へ行き、献金する。「寄
付」は自由意志で習慣になっているが、日本では
「分相応」というのが暗黙のうちにある。本来、自
由にするのが寄付だが“村社会”では勝手にして
はいけない。順番がある。日本の寄付は“奉加帳
文化”。以前「ローザの箱（ニコニコＢＯＸ）」を回
していた。月１回、一律の金額を入れる。会費扱い。

寄付も平等というところ
が日本的だなと思う。「Ｒ
財団の使命は、ロータリア
ンが世界の人々の健康状
態を改善し、教育への支援
を高め、貧苦を救済する事
を通じて、世界理解、国際
親善、世界平和を達成出来
るようにする事である」。
「世界でよいことをしよう」

の行き着く結論は、Ｒ財団へ１人１０００＄の温か
い支援を、という事。「１人では何も出来ないが、
１人から始めなければ何も出来ない」…これが
Ｒ財団だろう、とある。

「普通寄付」１人２万円と
いう目標を達成している
クラブはいくつも無い。
毎月１６７０円を出し、“奉加
帳式”に２万円に到達する
形で飯能はやっている。
１０月、上半期分５５万円
（１万円×５５人）を送金
した際、地区の事務局から
「これは普通寄付か」と確

認された。「普通寄付」に対する考え方が高くな
いのかなと感じた。「米山功労者」には表彰制度
があるが「普通寄付」にはない。この時勢、飯能は
１人２万円を完遂、責任を果たし、お気持ちのあ
る方には「功労者」をお願いしたい。「（財）ロータ
リー米山記念奨学会」は、「米山」の名を頂いてい
るが米山家の資産等を頂いているわけではない。
全３４地区から１人ずつ理事を出して運営して
いる。Ｒ財団は日本国民が留学する際の「送り出
し」、米山は日本に勉強に来る学生に対しての「受
け入れ」基金。この２つは車の両輪。１９５２年、東
京ＲＣが始めた国際奨学事業が国内全地区の合
同事業に発展した。５２年は日米間でフルブライ
ト奨学金が、５４年は日本政府の受け入れ第一号
の奨学生がタイから迎えられた年。戦後復興の
道を歩み始めた日本にとって、二度と戦争の悲
劇を繰り返さないために世界の国々と人物交流
を進める必要性を多くの人々が感じていた時代
だった。留学生が平和を求める日本人と出会い、
信頼関係を築く事を目的とした米山奨学事業は
ＲＣに最も相応しい国際奉仕事業。特長は、民間
外交として世界平和に種を播くという事。通常、
民間の奨学団体では年間、数人から３０人限度と
いうところ、約８００人の奨学生を採用している。
下半期、あと１万円の完遂をお願いしたい。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫
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るが米山家の資産等を頂いているわけではない。
全３４地区から１人ずつ理事を出して運営して
いる。Ｒ財団は日本国民が留学する際の「送り出
し」、米山は日本に勉強に来る学生に対しての「受
け入れ」基金。この２つは車の両輪。１９５２年、東
京ＲＣが始めた国際奨学事業が国内全地区の合
同事業に発展した。５２年は日米間でフルブライ
ト奨学金が、５４年は日本政府の受け入れ第一号
の奨学生がタイから迎えられた年。戦後復興の
道を歩み始めた日本にとって、二度と戦争の悲
劇を繰り返さないために世界の国々と人物交流
を進める必要性を多くの人々が感じていた時代
だった。留学生が平和を求める日本人と出会い、
信頼関係を築く事を目的とした米山奨学事業は
ＲＣに最も相応しい国際奉仕事業。特長は、民間
外交として世界平和に種を播くという事。通常、
民間の奨学団体では年間、数人から３０人限度と
いうところ、約８００人の奨学生を採用している。
下半期、あと１万円の完遂をお願いしたい。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 吉澤君、新井君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

※次週の例会案内は省略。

飯能ロータリークラブ会報

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

平 沼 君
半 田 君
［会長・幹事］

平成２３年１２月のプログラム
（月間テーマ　家族月間）

細田（伴）君
橋 本 君
［会長・幹事］

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

例会取消

年　次　総　会

クラブ協議会

クリスマス家族会
１８：００点鐘

神田康夫 ロータリー財団委員長
吉田　健 米山奨学委員長

ロータリー財団、米山奨学の勉強会


