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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 

２０２２－２０２３年度 
ＲＩテーマ 

第２６８２回例会  

令和４年１０月７日 

お祝い・ 

米山記念奨学委員会 

＜会長の時間＞ 

先週は高山3クラブ合同ガバナー

公式訪問例会に出席頂きありがとう

ございました、久しぶりのホームに帰

っての例会で内心ホッとしています。 
私事で大変恐縮ですが、先週可愛い

初孫のお食い初めを行いました。自分

の子供の頃は、行った記憶がないというか、そんな行事の存在すら

把握してなかったような気がしますが、今どきの親はネットなどで

情報を収集しSNS等で近況を友人と共有できるのが昔と違うので

しょう。 
話はまた変わりますが、45年位前テレビ番組といえば何に興味

がありましたか？ 私は格闘技をこよなく愛しプロレスは特に大

好きでした。新日本プロレスの創設者であり、元プロレスラーのア

ントニオ猪木さんが10月1日、都内で死去され享年79歳でした。

猪木さんは数万人に一人の難病と言われる「全身性トランスサイレ

チンアミロイドーシス」で闘病中でした。 
13歳の時に家族でブラジルに移住し、コーヒー農園の仕事に従

事していましたが、現地に訪れた力道山にスカウトされ日本プロレ

スへ入門しました。1960年プロレスデビュー、その後日本プロレ

スとの確執から追放を経て、1972年には新日本プロレスを創設し

生涯のライバル、ジャイアント馬場さんの全日本プロレスに対抗し

て、ストロングスタイル過激なプロレスを推し進め、“燃える闘魂”
をキャッチフレーズに数々の名勝負を展開し日本中にプロレスブ

ームを巻き起こしました。 
また、1976年6月26日には日本武道館で、何とあのボクシング

世界ヘビー級王者モハメド・アリとの“世紀の一戦”異種格闘技戦を

実現させて、世界中の話題を集めました。この試合は土曜日で中学

生だった私はアレコレと理由をつけ、昼からの部活をさぼり翌日先

輩にこっぴどく絞られた思い出があります、楽しみにしていた試合

は猪木の奇襲と言えるか…？マットに仰向けにアリキックと呼ば

れた必殺技で相手太腿を蹴る攻撃のみ、当然落胆の感は否めません

でした、結局ドロー決着でメディアは「世紀の大凡戦」と酷評しま

したが、試合内容は再評価されアリは22年後、猪木の引退試合に

駆けつけたそうです。 
1989年には「スポーツ交流を通じて世界平和を」という行動原

理を訴え参議院議員選挙に当選し、２期の任期の中で具体的にプレ

イヤーとして活動された猪木氏、様々な評価はあるものの、愚直に

活動していたことを思い出します。意味不明な言葉も多々ありまし

たが、数々名言もありました。皆さんご存じの「元気があれば何で

もできる」は代表的でした、引退時に朗読した詩の作者は猪木さん

本人ではないですがご紹介します。 
この道を行けば、どうなるものか危ぶむなかれ、危ぶめば道はな

し、踏み出せばその一歩が道となり、その一足が道となる、迷わず

いけよ、行けばわかるさ 

これは不安で踏み出せない時勇気を与えてくれる名言だと思うの

は私だけでしょうか？ 
ロータリーを指導された方々はロータリーとは何かの説明に苦

労されながらも数々の名言を残されています。その中で初代ガバナ

ーの米山梅吉さんの名言、ロータリーの不平には３種類ある。その

一つは、飽きる一向に詰まらぬと言って出席しない人、これはどこ

の団体にいても致し方ない。その二つは、ロータリーの活動が足り

ない、もっと社会的にも政治的にも口を出せと力瘤を入れる人。そ

の三は、ロータリーは何処に行くかと悲観する人である。ロータリ

ーは見えないところに仕事があり、目立たないところに妙味がある

との名言を残されました。 
最近のロータリーはとにかく、天下りの号令がかかります。地区

ガバナーは軍司令官ではありません。これを間違えると多くの方が

｢ロータリー本音が言えぬ難しさ｣と嘆くことになるようです。 
「元気ですかー」「１、２、３、ダー」と皆さんに叫んで頂きた

いと思います。改めてアントニオ猪木さんのご冥福を心からお祈り

いたします。 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 
 ・10月のロータリーレートについて   
1ドル 145円（9月139円） 
◎ガバナーより 
・会員増強委員長会議開催のお知らせ 

日  時   11月9日（水） 18：00～19：20終了予定  
    場  所   ＺＯＯＭによるリモート会議       
  参加者     クラブ増強委員長 
・ロータリー財団（補助金管理）研修セミナー開催のお知らせ 

日   時  11月5日（土）11：00～昼食 12：00～16：30  
    場   所  岐阜グランドホテル    
  参加要請    23-24年度会長、22-23年度ロータリー財団委員長  
・職業奉仕委員会研修セミナー開催のお知らせ 

日    時   11月12日（土）11：30～昼食 13:00～16:00  
    場    所   岐阜グランドホテル       
  参加要請     会長、職業奉仕委員長 
・『Ｄ．Ｅ．Ｉ会議』開催のご案内 

日    時   11月26日（土） 点鐘13：00 終了16：00  
    場    所   都ホテル岐阜長良川       
  参加要請     会長、幹事、増強委員、女性会員、若い会員…  

※多様性を考慮した人選をお願いします 
◎はぐるま会会長より 
 ・第202回 はぐるま会開催のご案内 

日時・場所 11月23日（水・祝）9：55～ 飛騨高山CC 
   会   費 10,000円（ゴルフ2,000円、懇親会8,000円）      

表彰懇親会 山陣 18：00～  締切  10月28日（金）   
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◎高山市青少年市民会議より 

 ・｢第39回家族スナップ写真展｣｢第31回家庭の日図画展｣ 
の作品募集および広報活動について 
  募集内容  家族スナップ写真、家庭の日図画またはポスター 
募集期間  10月3日（月）～31日（月） 
作品受付  市役所生涯学習課および各支所地域振興課 
展示期間  12月 2日（金）～4日（日） 
  会   場  高山市民文化会館 2－5会議室、2－6展示室 
巡回展示  12月7日（水）～令和5年1月26日（木） 
展示会場  丹生川支所、荘川支所、朝日支所 

◎高山市都市提携委員会より 
・越前市および平塚市との友好都市提携40周年記念式典の 

開催について（ご案内） 
会場はいずれも飛騨高山まちの博物館にて 
越前市： 日時 10月 9日（日） 9：30～10：00 
平塚市： 日時 10月10日（月・祝）9：00～9：30  

＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（会報）、ＲＩ日本事務局（地域社会の経済発展月 
間及びEnd Polio Nowリソースのご案内）、ロータリー米山記念 
奨学会（米山月間資料）、 (社)高山市文化協会（広報高山の文化 
No240） 
 

 

 

＜本日のプログラム＞お祝い  

◎会員誕生日  

挾土 貞吉           伊藤 松寿    水梨 弘基 
10． 1                 10． 1     10． 4 

（当日欠席）長瀬 達三 10．25、高井 道子 10．11 
◎配偶者誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 
      平  義孝  八重子 さん   10．21  
     内田 幸洋  博 子 さん   10．31   
     高井 道子  一 郎 さん   10．18 
◎結婚記念日(一週間程前にご自宅へグリーンホテル商品券を郵送) 
      田近   毅   Ｓ46．10．21 
     内田 幸洋   Ｓ51．10．25 
     門前庄次郎    Ｓ57．10．11 
     古橋 直彦   Ｓ62．10．18 
     堀 幸一郎   Ｈ 3．10． 5 

 
◎出席表彰 
  田中  武   17年  ⇒ 
 
（当日欠席）向井公規 1年 
 

◎在籍周年記念表彰 
        なし 
◎３ヶ月表彰 

  井辺 一章、  田中  武、 下屋勝比古、 杉山 和宏、 
  堀 幸一郎、  松田 康弘、 向井 公規、 米澤 久二 

 
 

新会員紹介 
水梨 弘基  

N.limited（株）代表取締役 

 

紹介者  松田 康弘 

 

 

 

 

米山記念奨学委員会 

委員長 内田 幸洋 

今月は米山奨学月間でして、地区の米

山記念奨学委員である、熊崎元康さん

にお越し頂きました。高山中央クラブご所属で、飛州林業株式会社

の代表取締役でおられます。時間がありませんので早速卓話をいた

だきます。よろしくお願いします。 

 

国際ロータリー第2630地区米山記念奨学委員会委員 熊﨑 元康 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、高山中央ロータリークラブから2630地区米

山奨学委員会に出向しております、熊崎です。最初にお断りしてお

きます。昨日、国会中継見ていまして、ものすごく眠たくなります。

どうして眠たくなるのかちょっと考えてみたら、見知らぬおっさん

が原稿をただただ棒読みで読んでいく…、今日皆さんはその国会と

ほぼ同じ状態になります。米山はロータリーに在籍している以上大

切な話なんですが、残念ながら私、米山に出向してまだ3年目と日

が浅く、原稿を棒読みするしか手がない、と。そうすると、先ほど

言ったみたいに知らないおっさんが原稿をただただ読み続けると

いう事で、皆さんにとってはかなり苦痛となるかもしれませんけど、

よろしくお願いいたします。 
 
 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３６名 ７７．７８％ 

＜出席報告＞ 
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眠たくなったら目つぶって頂いて結構ですんで、先に結論お話し

します。米山奨学っていうのは基本ロータリアンの寄付金で100%
運営されております。今日皆様の前でこのような場を設けていただ

きましたこと、本当に感謝しておりますが、皆さん方に米山の事業

の内容を少しでも確認、理解して頂きまして、納得した上で寄付を

お願いするというところが本日の落としどころでございます。 
ではお手元の資料に沿ってお話しします。話つまらんなと思った

ら、今月の月信に答え付きで、米山委員長が出したクイズがありま

すんで、パラパラパラと見ながらやって頂ければ、話の内容は多分

このクイズとだいぶかぶってきますので、問題ないと思います。 
米山奨学の事業概要、これが一番肝心なところですので読みます。 

三つありますが、日本のロータリー独自の事業である。日本全国

34地区での合同活動となっております。次が日本で学ぶ外国人留

学生の支援。これは公益財団法人を設立し運営。先に話した通り皆

さんの寄付で成り立っております。それで最後の世話クラブカウン

セラー制度で交流を重視、となっておりますが、この世話クラブカ

ウンセラー制度ということが、米山奨学の最大の特徴であり、皆さ

んロータリアンが奨学生留学生と交流する、唯一のチャンスであり、

ここを重視していただきたいと言うことです。これを踏まえて順次

説明させていただきます。 
次の写真は皆さんご存知の通り米山さんです。この方は明治の生

まれで三井信託銀行を創設された方ですが、基本、留学生というの

は関係なく、日本にロータリーを引っ張ってきたり、ガバナーを受

けられたりって言うことで、1952年に東京ロータリーが、米山さ

んの功績を讃えて米山基金というのを立ち上げたことが最初にな

ります。当時は1952年で戦後徐々に復興し始めてそれなりの活動

が始まった頃で、迷惑をかけた外国に対して、日本はこれからは平

和で行きますよ、という思いの方がやや重かったというような文章

が米山のホームページには載っています。 
米山奨学会は、留学生を重視しています。先に話した通り僕は3

年目ですけど、初めて出向したとき自己紹介の後何かないですか？

と聞かれて、外国人を助ける前に日本人じゃないですか、と地雷を

踏んだような質問をしてしまいました。当時はコロナが始まったば

っかりで、日本人の学生が、アルバイトができない、とか親の仕送

りが減った等々で金銭面で困って、休学とか退学する方が多いとか

っていうことをニュースでやっていた中、ましてやこの時期日本に

来る外国人は絶対裕福な層なのに中国人、韓国人といった外国人の

奨学事業とは？と言った所、米山記念事業の根本は、米山基金から

始まって外国人を支援するという形がメインだと諭され３年とな

りました。 
次、奨学事業の目的、これは勉学または研究のために来日し、わ

が国の大学等教育機関に在籍する外国人に対して奨学金を支給し、

よってロータリアンの理想とする国際理解と親善と平和に寄与す

ることを目的とする。一応、アジア地区には力を入れていますけど、

今ニュースに多々出るウクライナ出身者も過去に12人採用されて

います。そのうちの一人の近況が今月の月信のガバナーメッセージ

に書いてありますので読んで下さい。 
奨学事業の使命は、将来、日本と世界を結ぶ架け橋となって国際

社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成する

こと。成功の鍵はカウンセラーとなります。1952年、70年前から

東京ロータリーが民間外交として世界平和の種をまくという気持

ちは一貫して変えていません、ということを米山奨学の方では強調

しています。 
皆さん一回経験してみえると思いますが、世話クラブそれからカ 

ウンセラーを受けていただくことによって、カウンセラーに架橋に 
 

 
なっていただきますし、奨学生も将来、世界平和のための架け橋に

なっていただく、ということになります。世話クラブに関しまして

は、米山奨学の特色でして、在籍歴が7～8年以上前の方ならわか

っていると思いますが、高山に大学がなかったので、数年前まで米

山世話クラブは飛騨地区は受けてなかったはずです。それがやっぱ

り皆さんに寄付をお願いする以上、何らかの形で携わって頂きたい

という思いから、中央クラブの元会員の村瀬さんが米山の委員長や

られたときに、2630地区各グループに奨学生のお世話をしていた

だく、カウンセラーを出していただくという制度になり数年に一度、 
クラブカウンセラーの役割が回ってきます。今年は中央なんで来年

高山さんです。ということは再来年、下屋さんが会長の最中からそ

の次あたりに、西さんにカウンセラーがきます。ちょっとややこし

いのがロータリー年度は7月始まりですが、米山は学生相手で4
月から始まるので年度をまたいでとなります。その前、多分来年位

にもう世話クラブのカウンセラー講習会で名古屋に来てください、

と案内があるはずで、もしカウンセラーをこの今日お見えになって

いるメンバーの中で受けていただける方が見えたら、ぜひ参加して

いただくと助かります。 
奨学生選考の流れは、皆さんどう学生が選ばれるのかをご存じな

いと思ったんで簡単に説明します。指定校制度です。今年度は岐阜

では岐阜大学7名、岐阜協立大学が3名、中京学院大学の3名、

中部学院大学が短期学部と合わせ5名、合計18名。募集は18名

で、あと三重県も同じぐらいの人数で35～6名の受付をします。

僕たちは面接官のオリエンテーションを受けて、それから申込書、 
大学の先生の意見とか、本人の家族構成。あと本人の大学での勉強

後、将来大学を卒業した後どうなりたいか？という作文。そして成

績表で、これを34地区全部同一基準で審査します。学校の先生が

どれ位米山、もしくはロータリーを理解しているかで何点、本人の

勉強の中身がしっかり計画書に書けているかで何点つける、という

基準があって、それをある程度クリアした人が次面接になります。

面接はガバナー、ガバナーエレクト、それからカウンセラーをして

みえるパストガバナーと僕ら委員会のメンバーですので、だいたい

10対1位、コの字に席を作って、ロータリアンがズラッと座って

真ん中にぽつんとその大学生を一人だけ入れて、自己紹介して下さ

い、から始まり一人10～15分程ですが、まあ気の毒なくらい緊張

しています。その前に大学で一応シャッフルをかけていただくんで、

どのぐらいの倍率になるかは学校によって違いますけど、基本僕ら

の選考では大体半分位が合格となります。しかし10分15分で人

間を見極めるのは難しいですから、それ一発ポッキリで採用し、も

のすごくいい子を選んだなってこともあるけど、正直言って失敗し

たなってちょっと目を逸らしたくなることがあるのも事実です。し

かし、先ほどから強調している通り、ロータリーのこの米山奨学に

関して言えば、世話クラブ制度とカウンセラー制度というのがあり

まして、世話を受けていただいたクラブのその接し方、カウンセラ

ーの接し方でいい影響、いい効果を出せるという風に米山では信じ

ています。ですから、世話クラブ、カウンセラー制度についてもご

理解いただきたいと思います。 
最後にシンボルマークについて説明します。今ここに僕バッチを

つけていますけど、これが米山のバッチ、シンボルマークです。重

なりあるハートはロ－タリアンと奨学生です。外国人留学生の支

援・交流を通じて国を超えた信頼関係を築き、世界平和を願う心を

育てるという事業創設の願いが込められています。手はそうした心

を生み出すと同時に、当事業がロータリアンの手で支えられている

ことを示しています。 
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高山西ロータリークラブ  テーマ 
未来を見据え 
更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう

 
くどいようですが、この事業、皆様方の寄付で成り立っておりま

す。何分ご協力の程お願いします。本日はこれで終わらせていただ

きます。今日はどうもありがとうございました。 

 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●国際ロータリー第2630地区米山記念奨学委員 熊﨑 元康 様 
本日はよろしくお願いします。久 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

・米山記念奨学委員会委員 熊﨑 元康 様、お忙しい中ご来訪をあ 
りがとうございます。卓話をよろしくお願いします。 
・田近毅さん、例会復帰おめでとうございます。 
・水梨弘基さんの入会を歓迎します。 
●内田 幸洋さん 
地区米山奨学委員の中央クラブ熊﨑様、今日は宜しくお願いしま 
す。 
●下屋 勝比古さん、堀 幸一郎さん 
米山奨学委員会委員、熊﨑元康様のご来訪を歓迎します。 
●松田 康弘さん、内田 幸洋さん 
本日より入会します水梨弘基さん、ようこそ高山西ロータリークラ 
ブへ。これからよろしくお願いします。 
●田近 毅さん 
４月より痛さで病んでいました腰痛症も8月23日に岐阜大学病院 
にて手術を受け、まだ歩くのが不自由ですが、痛みはかなり消失し 
ました。お見舞い頂きありがとうございました。頂いたお見舞いを 
ニコニコに。 
●米澤 久二さん、門前 庄次郎さん、鴻野 幸泰さん 
田近さんお帰りなさい。これからもご指導よろしくお願いします。 
●挾土 貞吉さん 
・先般のガバナー公式訪問合同例会での垣内会長の挨拶、大村幹事

の司会見事でした。ご苦労様でした。私の夢は我がクラブの60周

年祝賀会とガバナー輩出（誕生）して地区大会をする事です。なお

その間100％出席目指し楽しく過ごす事です。 
・子供の頃歯磨きしなかった男が、この度高山市の80・20（80歳 
20本以上の健康歯）表彰を田中明新市長から記念品と共に頂き 
恐縮しています。小生お陰様でまだ歯・目・耳・内臓・珍共まめ 
であり、親と妻に感謝です。ただ平生の行い悪く天罰下り、この 
身体になった事反省し今リハビリ頑張っています。なお今日81 
歳誕生祝い頂けるようで感謝です。 
●古橋 直彦さん 
10月9日10日と｢秋の高山祭り｣が3年ぶりに開催されます。今晩 
は櫻山八幡宮本殿において、試しの祭り試楽祭と、屋台順番抽選祭 
が執り行われます。あとはお天気です。 
●田邊 淳さん 
10月11日（火）から全国旅行支援が始まります。マスコミで報道 
されていますが、旅行会社には間際まで情報がこなく、バタバタの 
対応となりそうです。ともあれ平日最大11,000円の割引は大きい 
です。ぜひこの機会の旅行してみてはいかがですか？ 
 
 
 
 
 

 
●堺 和信さん 
9月22日、私が理事長を務めさせて頂いている協同組合高山卸商 
業センターの創立50周年記念式典および祝賀会を、高山グリーン 
ホテルさんで開催させていただきました。衆議院議員金子俊平様や 
高山市市長田中明様をはじめ多数の御来賓と組合員総勢80名の 
方々にご出席いただき、盛大に開催する事が出来ました。理事長に 
就任してから6期12年、大きな改革を断行し苦労した思い出ばか 
りですが、健全な財務内容となった事を報告し、無事に式典を終え 
る事が出来ました。祝賀会では達成感と安堵感でお酒を注がれるま 
ま飲んでしまい、久々に酔っぱらってしまいどうやって帰ったか覚 
えていません。まだ建物の老朽化に伴う再開発をはじめ問題は山積 
していますが、そろそろ若い人へ引き継ぎをしたいのですが受ける 
人がいなく困っています。協同組合高山卸商業センター創立50周 
年を迎える事が出来た事を祝いニコニコへ。 
●伊藤 松寿さん､斎藤 章さん､田中 武さん､田邊 淳さん､ 
杉山 和宏さん､松田 康弘さん､中島 一成さん､ 
今月の22日(土)～23日(日)地区年次大会が長良川国際会議場で行わ 
れます。大いに勉強し楽しんで来ましょう。同じく30日(日)高山5
クラブ親善ゴルフコンペが行われます。我が西クラブは毎回最下位

で情けなく思いますが、今回は違います。万全のメンバーを揃えま

した。まず冨岡さん、水梨さん、そして尻上がりに良くなっていま

す松田さん、鴻野さん。あとは普通の人かな？良い報告が出来るよ

うに頑張りますので、皆さん応援よろしくお願い致します。 
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