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高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 
会長の時間でどんな話しをさ

せていただくか、参考として

色々な本に目を通しました。今

回は歳時記に関わるものからご

紹介します。 
10月は｢神無月｣とも言います

が、これは全国の神々が出雲大

社に集い、国元を留守にする事から着いた呼び名とされています。

また｢神嘗祭｣は伊勢神宮で10月15日から25日にかけて執り行わ

れる祭礼で、その年の新穀を天照大神に献上しご新徳に報謝する儀

式で、伊勢神宮において最も由緒ある祭りとされています。 
 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎高山ロータリークラブより 

 ・高山５クラブ親善ゴルフ 

コンペの御礼 

◎高山市青少年育成市民会議より 

 ・平成28年度｢子ども・若者育成支援強調月間｣における 

街頭啓発活動の出役について(ご依頼) 

日時   11月9日(水) 16：30から30分程度 

    会場   駿河屋アスモ店・エブリ店、ファミリーストアさとう 

食彩館・三福寺店・ピュア高山店、バロー高山店 

   内容   街頭啓発活動(啓発物品の配布) 

＜例会変更＞ 

  高山 …  11月3日（木）は、法定休日（文化の日）のため、休会 

11月10日（木）は、 紅葉同伴例会のため 

18：30～ホテルアソシア高山リゾートに変更 

＜受贈誌＞ 

ロータリー米山記念奨学会(米山月間用資料｢豆辞典｣｢2015事業 

報告書｣｢事業報告書統計・資料編｣｢2015年度決算報告書｣「ハイ 

ライトよねやま199」) 

 

 

＜出席報告＞ 
 

 

 

＜本日のプログラム＞  米山奨学委員会  
委員長  小森 丈一 
今週は米山奨学委

員会の担当で、私がお

話をする事になりま

した。 

米山月間の幟を掲

げて頂き有難うござ

います。これは米山奨

学会へのご理解とご

協力を訴えているも

のです。 

４月に有りました「地区協議会の分科会」で後藤地区委員長が 

今年度は何処にも卓話に行きません。各自でやって下さいと言われ

ました。その理由は言われませんでしたが、多分クラブの委員長が

卓話の出来る位、勉強しなさいと言う事だと思います。穿った見方

をすると、何度卓話に行っても、変り無いではないか？と言う事か

もしれません。 

 皆様のもとに、米山の豆辞典が配られていますが、これは毎年、

会員全員に送られてきています。 これは 米山奨学事業の理解と

寄付増進を促しています。 

 公益財団法人ロータリー米山奨学会は、来年設立50 周年を迎え

ます。この財団は、ＲＩとは何ら関係ありませんし、米山家の資産

で作られた財団では有りません。又米山梅吉記念館が運営している

のでもありません。米山奨学会の財源は、全国のロータリアンの寄

付金であり、３４地区から選出された理事で構成された理事会が運

営をしています（2630地区からは村橋ＰＧ）。 

辞典５Ｐ事業の使命米山奨学会の目的は、将来日本と世界とを結

ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運動のよき理

解者となる人材を育成する事です。人材育成には資金が必要なので、

資金を出して下さい、と言うのが委員会からのお願いです。 

寄付金が、どの様に使われたかは、７Ｐに出ています。もっと詳

しい事を知りたい方は、事業報告書が有りますので、ご覧ください。 

◎ 留学生にいくら支給されているかは、米山奨学金の一覧表が

25Ｐに出ています。 

 支給金額は大学生 10 万円/月 修士 博士課程 14 万円/月 

原則1年 最長2年間 

◎ クラブアッセンブリーでも 申し上げましたが、西クラブの

今年度の基本方針は、米山奨学事業に貢献するため、地区目

標金額に応じる と言うのが方針です。 

 寄付金には２種類あり 普通寄付金と特別寄付金が有ります。 

地区からは 普通寄付１人 5,000円  特別寄付1人 10,000円 

合計 1 人 15000 円の要請が言われています。昨年度の全国平均は

17,779 円でした。（友 10 月号）少なくとも 全国平均は納めて下

さいとの事です。普通寄付金は今までは4,000円を本部負担金とし

て、会費から出して居ましたが、今年度は5,000円となると、1,000

円の増額になる訳です。その1,000円は100万＄の食事の中から出 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 28名 2名 30名 39名 76.92% 

本日 30名 － 30名 39名 76.92％ 
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して頂く様、理事会にお願いしましたら、理事会で承認頂きました 
ので、その件は解決しました。 

 特別寄付につきましては、これは一重に皆様のご理解とご協力に

すがるほか御座いません。どうかご協力下さる様お願い致します。 

寄付は個人でも法人でも構いません。寄付金に対しては、税制上の

優遇措置が有り、所得税 法人税の税制優遇を受ける事が出来ます。  

◎豆辞典11Ｐをご覧ください。 

また寄付に対する表彰制度が有り、2007年までは一度に30万円

寄付すると、米山功労者になれましたが、2007 年 7 月から改定さ

れ、累計額が10万円になると第1回米山功労者となり、20万円に

なると第2回米山功労者になります。（10Ｐ） 

◎ 第６回マルチプル 折茂 

◎ 第４回マルチプル 田近  

◎ 第３回マルチプル 平 小森 伊藤 岡田 阪下 

◎ 第１回 内田 斉藤 遠藤 米沢   が米山功労者です 

西クラブの活動計画書をご覧ください。 

この米山記念奨学金は、ＲＩとは全く関係ありません。日本独自

の事業です。台湾 中国 韓国でも、米山奨学金に見習ってロータ

リアンが奨学金財団を作り、自国への留学生に奨学金を出している

そうです。日本人もその奨学金を受けている方が居るそうです。平

和への人づくりに、少しでも役に立ちたいものです。 

ここ数年間に入会去れた方に申しあげます。西クラブではよく 

台北東海ＲＣとか 玉蘭荘という名前が出て来ますので、この名前

は是非 憶えておいて下さい。 

今から19年程前 Ｒの友に 日本語を公用語にしている、台北

東海ＲＣが台北に有ると記事に出ました。それをご覧になった久保

田さんと菱川さんが、二人して台北東海クラブを訪問をされました。

久保田さんは北京語が出来たので、北京語で挨拶されると一遍に親

近感を持たれ、その後何回かプライベートで行かれました。そのう

ち友好クラブになりませんか？という話が出て田邉会長 田近幹

事の時、友好クラブとして正式にお付き合いする事になりました。

その後私が会長を受け、台北を訪問した時、台北クラブのインデッ

クスさんに、「どうして日本語が公用語なのですか？」と尋ねまし

た。すると、このクラブは米山の学友会の人達が主になって創った

クラブで、私達は米山奨学金に大変感謝しています。その日本への

恩を忘れない為に私達は日本語を公用語にしています。と言われま

した。敢えて恩と言われたのが印象的でした。受けた恩は忘れない

と言いますが、10年20年になると忘れて行くものです。そうなら

ない為に日本語を公用語にしていると言われ、感銘を受けました。  

今、私達は台北東海ＲＣと友好クラブとして、非常に親しくお付

き合いしているのは、私達の先輩の寄付された、米山奨学金の恩恵

により、今日お付き合いをしている訳です。まさに米山の願いであ

る、両国を結ぶ懸け橋となって居るのです。 

又台北クラブの 温林会長から「国際奉仕をしませんか？」と声

を掛けられました。国際親善も大切ですが、国際奉仕も大事と思い、

どの様な奉仕が有るのかを尋ねました。すると台北に 日本人が創

った玉蘭荘 と言う福祉施設が有ります。ここは寡って日本が台湾

を植民地にした時、全て日本語にさせられ、日本語教育で育った人

達は歳を取り連れ合いをなくし、1 人暮らしをしている人が多く、

その人達は淋しくして居るので、週に2回ほど集まり、日本語で話

をし、俳句や短歌を詠んだり、日本の歌を歌ったり誕生会をしたり、

する憩いの場です。しかし、ここは全て寄付金で賄われていますの

で、台所が苦しく「何か支援をして下さい」と言われ、台北東海Ｒ

Ｃと話し合いをして、共同で大型テレビやビデオデッキなどを贈り

大変喜ばれました。  

私達は先輩の奉仕の遺産で、国際親善を深めています。私達も奉

仕の恩恵を残していかねばなりません。両国の懸け橋となる人づく

りに、どうかご理解頂き特別寄付をお願い致します。 

今年度は私たちがお願いする立場に居ますが、来年は皆様方の誰

かが、お願いする側になります。自分で出して居なくて、人様に出

して下さいとは言いにくいものです。どうか言い易い状況を作って

置いて下さい。 

 
毎週例会場では受け付けていますが、事前に事務局へ個人か法人

か、金額をお知らせくだされば、領収書を用意する事が出来ますが、

さもないと、次回の例会になる事が有ります。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 

今月は米山月間です。そして今年は米山奨学記念財団法人設立 50
周年です。2630地区の個人平均寄付額は9,736円と全国で4番目

に低い金額です。本日の小森委員長のお話を聞き、一人でも多くの

方が寄付される事をお願いいたします。 
●黒木 正人さん 

先週、娘が東京赤坂日枝神社で結婚式を挙げました。娘は親が言う

のも何ですがバリバリのキャリアウーマンでしたので、一生結婚は

ないかと思っていましたが、良縁に恵まれホッとしています。うち

にはもう一人結婚には縁のなさそうな草食系のおたく息子がまだ

独身でいますが、姉の結婚に刺激を受けることを願うばかりです。 

●伊藤 松寿さん､遠藤 隆浩さん､大村 貴之さん､垣内 秀文さん､

萱垣  敬慈さん､下屋 勝比古さん、田中 武さん､田中 正躬さん､ 

長瀬 達三さん､松川 英明さん､米澤 久二さん､ 

今年のノーベル文学賞をアメリカのシンガー・ソングライター、ボ

ブ・ディラン(75 歳)に授与することが発表されました。授賞理由

は｢米国音楽の偉大な伝統の中に新たな詩的表現を創造した｣とし

ており、歌手の文学賞は初めてとなります。今年も村上春樹が受賞

ならず残念!!  

 

座右の銘    
 

② 堺 和信 幹事 

 
『今こそ出発点』 
「座右の銘」は特には持っていませんが、会社に掲げてい

る書があります。２０年以上前に京都大仙院を訪れたとき

に、当時住職を務められていた尾関宗園さんの書です。 
     
「今こそ出発点」 
 人生とは毎日が訓練である 
 わたくし自身の訓練の場である 
 失敗もできる訓練の場である 
生きているを喜ぶ訓練の場である 

   
今この幸せを喜ぶこともなく 

 いつどこで幸せになれるか 
 この喜びをもとに全力で進めよう 
 
 わたくし自身の将来は 
 この瞬間 ここにある 
今ここで頑張らずにいつ頑張る 

 
関西では有名な和尚さんで、多くの著書もありテレビに

もよく出演されて面白いお話をされます。私が大仙院を訪

れたときもエネルギッシュにこの言葉を語られ、感銘を受

けてこの書を買って帰り会社に掲げています。いつも心の

中で読み上げ「毎日が出発点である 今ここで頑張らずに

いつ頑張るんだ」という気持ちで生きています。 
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