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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために  
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第２６４７回例会 ２０２２年３月１７日 

ZOOM 例会（12:30 点鐘） 

点鐘                         宮田会長 

ロータリーソング            それでこそロータリー 

会長の時間                     宮田会長 

昨日の地震、皆様は大丈

夫でしたでしょうか。1度目の

揺れの後に大きな 2 度目の

揺れが来ました。杉戸では

震度 4（実数 4.2）だったそうです。先週は東日本大震災の

話題でしたが、余震ではないものの震源が近いということ

で、まだ震災は終わっていないのだとつくづく実感致しま

した。このあたりでは、岩槻の一部で停電がありましたが、

関東では一時的な大規模停電があり、送電設備を守るた

めの安全装置による意図的な停電が話題となりました。 

皆さまは、「感震ブレーカー」をご存知でしょうか？一般

のブレーカーは漏電用で地震火災には効力ありません。

感震ブレーカーは、震度 5 強の強い地震に自動的にブレ

ーカーを落とし電気の供給を遮断します。地震が引き起

こす電気火災には、発生直後の火災と停電から電気が

復旧した際の通電火災の 2 種類があります。通電火災は、

電気が復旧した際に転倒・破損した家電製品に通電する

ことで火災が起きる現象です。阪神・淡路大震災、東日

本大震災の火災原因の多くが通電火災によるものです。

避難するときに、ブレーカーを落として非難する余裕はあ

りません。避難した後の無人の家で、突然電気が復旧し

倒れて消えていた電気ストーブに通電することを考えると

ゾッとしますね。このような電気火災は、同時多発的に発

生するので、消火が遅れて影響範囲が広がりやすいの

が特徴です。これを防ぐためには、ホームセンター等でも

売っている感震ブレーカーが有効ですが、最近では、震

度 5 強以上の揺れを感知すると、避難する余裕を残して

時間差でブレーカーが落ちる優秀な商品も出ています。 

今後は、導入支援制度や補助金などで導入しやすくな

ると思いますので、地震の備えに考えてみてください。 

ところで、一昨日、東中学校の卒業式がありました。出

席者は、両親のみ、来賓も町関係と PTA 会長だけです。

在校生の送辞もなく、卒業生の希望で 1 曲だけマスクをし

たままの合唱となりました。通常は卒業証書とアルバム

を持って帰るのですが、この学年はコロナで学校行事が

少なくアルバムを作る写真が圧倒的に足りません。そこ

で、卒業式当日の登校から教室内の様子などを含めた

写真をアルバムに収めることになり、後日完成したものを

配布することになりました。 

この学年の子ども達はマスクをした学校生活を送り、

修学旅行の行事もなく、卒業式で先輩たちを送りだした

経験もないまま卒業式を迎えました。先日、教育長とも話

しましたが、人間の喜怒哀楽の情報である表情がマスク

によって見えないため、感情認識がうまくできず、この時

期に学ぶだろう社会性の発達に今後問題が生じる可能

性はないのだろうか？あるいは、目元の情報だけで、感

情の認識をする機能が発達したのだろうか？ 

幹事報告                         大作幹事 

 ガバナー事務所より、入会

3 年未満会員対象のオンラ

イン会議の案内が届いて

おります。地区の各グルー

プごとにガバナーとオンラ

イン飲み会をして交流を図ります。第 6 グループは

4/28（木）18 時～飲食 OK になります。 

 奉仕プロジェクト部門より、ウクライナ人道支援募金

活動ご協力のお願いが届いております。寄付金は

難民支援や救援活動をしている「ＵＮＨＣＲ」国連難

民高等弁務官事務所に送金されます。 



「世界へ届け米山の懸け橋」    DVD 鑑賞（15 分） 

本日は、米山月間に因み米山財団設立 50 周年記念と

して 2017 年に作成された DVD を鑑賞致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山について（新入会員に向けて）      栗原会員 

私は、2 年前に地区 R 財団部門

の地区補助金委員長を卒業しまし

たが、先ほどあるパストガバナーか

ら、地区補助金について教えて欲し

いと連絡が来ました。やはり、一度任され自分から発信

する側になって初めて分かることも多く、頭では分かった

つもりでいても意外と覚えられないものです。こうして連

絡が来ることは有難いことです。 

野口会員は、今年度は雑誌委員長として「ロータリー

の友」を読み、理解をして発信し続けてくれました。きっと

得るものが多かったと思います。 

私は、2016 年に地区米山記念奨学部門の部門委員長

を務めましたので、今日は時間に余裕があるということか

ら、新入会員（入会 3 年未満）の方々に向けて米山につ

いて少し補足をさせて頂きます。 

ご存知の方もいると思いますが、静岡県の東名高速沼

津 IC を降りてすぐの所に「米山梅吉記念館」があります。 

米山梅吉の生い立ちから、銀行家としての活躍、報恩会

の事業の様子など公私共に携わった活動を知ることがで

きます。そして、彼が創立に奔走した日本のロータリーク

ラブの歴史を貴重な資料を交えて見ることができます。ま

た、米山梅吉の愛用の品が展示されており、一個人とし

ての人生にも迫ります。親睦委員長としては、年度内に

バス旅行ができればと思っておりますので、下津谷さん

宜しくお願い致します。 

 米山奨学事業は、日本最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、東京ロ

ータリークラブによって 1952 年創立されました。第一次世

界大戦で、日本は権益と勢力圏を拡大しアジアの多くの

国を支配しました。それにより日本は戦後、空前の好況と

なりました。この利益をアジアに還元しなければならない、

日本人への印象を変えなければならないとずっと憂いて

いたそうです。第二次大戦後の 1946 年に梅吉は亡くなり

ましたが、「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

ーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」という思い

を継承する背景が当時のロータリアンにあったようです。 

1947 年ポール・ハリスの死後、功績を称え基金が設立

し多くのお金が集まりましたが、米山梅吉も同じく 1946 年

の死後多くの資金が集まり 1952 年に設立されました。 

米山は皆様の寄付で運営されています。寄付には普

通寄付と特別寄付があります。普通寄付は財団設立当

時に、安定した収入がないと文科省の認可がおりなかっ

たので設定されています。特別寄付は各クラブ任意です

が、当クラブでは米山記念事業へのご理解を頂き、年間

20,000 円の寄付を含めた会費の設定となっています。

（他にもロータリー財団寄付に年間 200＄も会費の中に

含まれています） 

ロータリー財団は、健全な財務と透明性により慈善団

体格付けで最高ランク、米山記念奨学会も費用に占める

事業費の割合が大きく（約 96％）非常に高い公益性とみ

なされています。これが、ロータリークラブに入会しただけ

で奉仕活動と言われる所以です。 

 

米山の奨学金は、大学生 10 万円（月額）、大学院生 14

万円（月額）です。この奨学金は、返済無用です。しかし、

月 1 回以上例会へ参加し、世話クラブの親睦活動にも積

極的に参加し交流を図ることが条件となっています。 

私達も彼らと対等な関係を保つよう心掛け、現代の若

者の一人として接しなければなりません。うっかり親心を

出してプライベートに踏み込むのは NG です。私も 2 年間、

コウ・イッセンさんのカウンセラーとして接しましたが、二

人で食事すらしたこともありません。しかし、現在でも間を

空けずに連絡は取りあっています。現在、就職活動をし



ていますが、近いうちに良い報告が出来ると思います。 

毎年 2 月くらいに「次年度の世話クラブを希望します

か？」というアンケートが各クラブに届きます。毎年、寄付

金額に総じて、各地区に受入可能な奨学生の人数が決

まりますが、2770 地区は米山への理解が深く寄付額が

多いので、毎年数十人（35～36 人）の奨学生を受け入れ

ています。そこで、年間の寄付額と過去の受け入れ状況、

希望の有無をポイント制にして偏差値と同じ計算で、上

位から受け入れの権利が出ます。 

当クラブでは、可能であれば 2 年間の学生を受け入れ

たいので、今年度と次年度は見送り、ポイントが高くなる

次次年度で 2 年間の奨学生を受け入れる予定です。 

米山奨学生は、母国と日本の懸け橋となることを期待

されていますが、現代の若者では、日本に来て外国の友

達や知り合いができればいいのでは、と思っています。 

米山奨学事業については、もっと話したいことがありま

すが、今日は新入会員へのガイダンスとして、寄付や米

山奨学生について話をさせて頂きました。 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

41 15 26 0 （13） 68.29% 

大作幹事： 栗原さん、今日はありがとうございました。 

木村会員： 因縁浅からぬと言いますか、米山は当社の

創設者が始められた基金ということを入会して知り感

銘を受けているところです。 

矢島会員： 米山の話を聞いて、入会した頃、先輩会員

に「財団より米山の方が面白いぞ」と聞いたことを思い

出しました。暫くしてその意味を理解しましたが、未だ

に財団のシステムは複雑で難しいですね。 

 米山奨学生だった康君が、今でも年末などに LINE で

連絡をくれます。コロナの前には 1 泊で遊びに来てくれ

ました。日本工業大学に私が納品をしたことがきっか

けで、今でも連絡をくれるのは嬉しいことです。 

関口会員： 米山事業は、奨学生に一意専心なんですね。

財団は設立当初は教育に力を注いでいたのですが、

手を広げすぎて国連の一部の様になってしまいました。

日本が、明治維新以降いち早く世界に入れたのは、武

士の 7 割平民の 5 割が、読み書きそろばんができたか

らです。一番大事なのが教育なんです。なので、これ

からも、ただひたすらに奨学金を出す事業を行って欲

しいです。また、世話クラブをホスト、コ・ホストと２クラ

ブ制にすれば、地区の全クラブが米山に携われると思

うので良いのでは？とも思います。 

野口（美）会員： 娘が中学を卒業して少し手が離れまし

た。※音声が鳴音し録音できませんでした 

折原（正）会員： 栗原さん、米山の説明ありがとうござい

ました。 

田中（啓）会員： 米山奨学生は、なぜ中国や韓国の人が

多いのかと思いましたが、説明を聞いて納得しました。

また、中国と韓国は、日本よりも経済的に豊かなのに、

一部の方は日本に対して良い印象はありません。隣国

なので、彼らにはこれからの関係を期待したいですね。 

※日本で学ぶ留学生の多くが中国、次いで韓国。また

社会主義国にロータリーがないことも理由の一つ 

下津谷会員： 昨年のコウ・イッセンさんも、先ほどの経

緯で杉戸クラブに来たんですね。良く分かりました。ま

た、米山記念館のバス旅行ですが、今話題の鎌倉殿

の 13 人も人気がありますので、それを絡めた企画でど

うでしょうか？宜しくお願い致します。 

大作（忠）会員： お久しぶりです。米山の説明を聞きまし

て、細かいところはイメージが湧きませんが、大まかな

ところは分かったつもりです。体も良くなり、春になりま

したのでこれから頑張りたいと思います。 

真中会員： 私は 5～6 年前に、ゴルフボールの行方が良

く見えないので白内障の手術をしました。大作さん、良

く見えるようになってからの、ゴルフはどうですか？ 

 →：白内障の手術をする前は、ショートホールで、せっ

かくオンしてもそれが見えないので感激が半減でした

ね。私もそれが手術を決めた理由ですかな(笑) 

栗原会員： ポール・ハリスも米山梅吉も同じことを言って

います。「受けた恩は石に刻み、与えた恩は受け流せ」

善行は見返りを求めず与え続けることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


