
八尾ロータリークラブ　2016－2017年度　　　会長　山本　昌市　　　幹事　山陰　恭志

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2016-2017年度

八尾ロータリークラブ　テーマ

会長　山本　昌市

奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

２．　みんなに公平か

３．　好意と友情を深めるか

４．　みんなのためになるか　どうか

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「それでこそロータリー」

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学生　三宅　建様

▼ビジターの紹介

　　　国際ロータリー第2660地区

　　　松本進也　ガバナー

　　　高田　祥宏　地区幹事

　　　　　　　　　　　　（大阪北ＲＣ）

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　クラブ広報委員会 池尻 誠委員

▼米山奨学金贈呈

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓話　「ガバナー公式訪問」

　　国際ロータリー第2660地区

　　　松本　進也　ガバナー

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 
　　　　

▼卓話予告

10/19 　「Vocational Serviceの

原点を探る」　山片重房様

（東大阪みどりRC）

10/26　中島元会長

11/2　「ロータリー財団月間に

因んで」ロータリー財団委員会

松村康司委員長

「米山月間に因んで」

米山委員会　松井良介委員長

　今月は「経済と地域社会の発展、並び

に米山月間」です。本日卓話を頂きます

若林パストガバナーは、米山記念奨学会

常務理事で御座います。皆様方またとな

い機会で御座いますので、心して聴講し

ていただきますようお願い申し上げます。

　米山奨学事業は、創立から半世紀以上

の歴史を持つ、日本のロータリー独自の

奨学制度であり、事業創設の原点は、外

国人留学生の支援を行う奨学事業を通じ

て、世界に「平和日本」の理解を促す事が

創設時の願いでありました。

　米山奨学事業の目的が「平和と国際理

解の推進」を実現する国際親善奉仕活動

である事を理解し、活動を通じて交流する

奨学生が、生活習慣が異なる異文化で育

ってきた外国人留学生である事を充分に

承知しておく事が大切であると思います。

　しかし、半世紀の時を経て世界情勢や

取り巻く環境も変化し、奨学制度のあり方

も貧弱救済支援型から知的国際貢献型に



変化してきており、この事業の捉え方にも

様々な形が生じ、支援する立場の方々の

心情も微妙に変化してきていると思います。

　ロータリーにも進化が求められる様に奉

仕事業も時代の変化に適合する柔軟な姿

勢が求められます。この様な時こそ改めて

事業創設の原点を再認識する必要がある

と思います。

　現在の日本でも、東北地方を襲った大

地震によって多くの悲惨な家族を作り上げ

てしまっております。この様な地震や戦争

が将来また再び起こる可能性が我々の子

供達、孫達の世代であるかもしれません。

　そういった未来への危機管理の一環とし

て世界との心の通った連帯という事が必要

不可欠な事であると思われます。米山奨

学事業は、そんな未来の安全を担保する

一環であるはずです。見返りを望まない奉

仕でも必ず何か良き作用があるはずです。

　世界との友好関係を築くというのは、この

複雑怪奇な世界情勢の中にあって直ぐに

築けるものではないとおもいます。その意

味においても、優秀で日本に対する想い

を持った人材を育てる事は、必要不可欠

で、継続する事業だと思います。

　戦後日本人は、正に欧米化の日本人で

す。もっとも近い中国や韓国の事を我々は、

どれほど理解しているでしょうか。米山奨

学生から学ぶべき事が多くあると思います。

　我々ロータリアンが忘れてならないのは、

奉仕事業の根本は見返りを求めない事で

はないでしょうか。見返りを求める気持ち

が、批判的な気持ちに変貌し、素晴らしい

奉仕事業の妨げになっていないでしょうか。

　日本の良き理解者を育てるという極めて

息の長い奉仕事業であります。ロータリア

ンとして、この奉仕事業を高い視線と長い

目で捉え、寛容な精神を持って続ける事

が、この素晴らしい奉仕事業を成功に導

いてくれるものと信じております。

　（財）ロータリー米山記念奨学会にはシ

ンボルマークが有ります。重なり合うハート

は「ロータリアン」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。

　50年以上の歴史を持ち、世界に類を見

ない、ＲＩ認証の日本独自の多地区合同奉

仕活動であるこの「米山記念奨学事業」を、

皆様と共に広める為、今後とも御理解とご

協力をお願い申し上げます。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼８日にRYLAセミナーが開催されます。

▼次週はガバナー公式訪問です。皆様の

ご出席をお願いいたします。

▼松下先生が10月末で退職されることに

なりました。最終週にご挨拶いただきます。

▼相馬　康人　会員

　この度は八尾RCの会員に加えていただ

き、ありがたく、うれしく思っております。こ

れから八尾RCの一員として恥じぬよう精

進してまいりますので、ご指導をよろしくお

願いいたします。

 

  ▼野球部・野村　俊隆　会員

　２日の試合は、8－10で残念ながら敗戦

しました。10日には三重でダブルヘッダー

を戦います。なお会長、幹事、菅野会長エ

レクトから差し入れをいただいております。

ありがとうございます。    

▼地区インターアクト委員会・

　　　田中　康正　会員

　本日、金光八尾の前田先生がお越しの

予定でしたが、急遽出席できなくなりまし

た。先日の文化祭でのバザーで、商品を

提供いただいたお礼をお伝えください、と

のことです。

　なお当日の収益35,220円は、ポリオ基金

に寄付していただきます。今回は８人の方

に商品をご提供いただきましたが、その

方々にはインターアクターから感謝の手紙

を預かっておりますので、お渡しします。    

 「米山梅吉とロータリー」

▼若林　紀男 パストガバナー

　本日はお招きいただき、ありがとうござい

ます。八尾ＲＣ様におじゃまするのは、ガ

バナー公式訪問の2003年以来、13年ぶり

です。本日は米山梅吉さんの人となりをご

紹介するのと、今年開催されたＲＩの規定

審議会についてお話ししたいと思います。

　米山梅吉は1868年（明治元年）、大和国

高取藩士「和田竹造」と静岡・三島大社の

神官、日比谷右京の娘「うた」の子として、

東京で誕生しました。

　神童とうたわれ、11歳で米山家の援助を

受け学校へ通うものの物足りず、15歳のと

きに郷里を出奔し上京。銀座江南学校を

幹　事　報　告 

新 会 員 の 紹 介

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 　 話



日時 ：２０１６年１０月５日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.職業分類変更願い

4.越中八尾訪問事業報告

5.インターアクトクラブ年次大会

6.八尾市民憲章推進協議会

会費納入

7.クリーンキャンペーン参加

8.四和会開催

9. 指名委員会指名

10. 松下先生退職謝礼

理 事 会 議 事 録

はじめ土居光華塾、東京英和学校、福音

会英語学校などで５年あまり勉学に励み、

19歳のときに正式に米山家の養嗣子とし

て入籍、「米山梅吉」となりました。

　20歳から８年間（1888～1895）にわたりア

メリカ、オハイオ州ウエスアレン大学、ニュ

ーヨーク州シラキュース大学に留学、主に

法学を専攻し帰国しました。

　28歳で「米山はる」と結婚、29歳のときに

合名会社三井銀行に入行します。

　49歳（1917年・大正6年）で株式会社三

井銀行の常務取締役に就任、この年に政

府特派財政経済委員会の一員として訪米。

ダラスの「福島喜三次」を訪問し、1918年

の正月を福島宅で迎えています。

　（福島喜三次は三井物産の幹部で、当

時は綿花部門担当で米国テキサス州ダラ

スに駐在。ダラスＲＣに入会し、約２年間在

籍。1919年に帰国する際には、国際ロー

タリーより日本での新しいＲＣ創立のため

特別代表を委嘱された人物であります。）

　この福島との出逢いが、梅吉とＲＣを結

びつけたであろうことは、想像に難くありま

せん。帰国した梅吉と福島はＲＯ設立に奔

走し1920年（大正9年）10月20日、東京ＲＣ

が誕生、梅吉は初代会長に就任しました。

　翌年、会長在任中にもかかわらず「英米

訪問日本事業団」に参加。この訪問団に

参加していた「星野行則」は梅吉の薫陶を

受け、シカゴのロータリー本部に立ち寄り、

大阪ＲＣ設立の承認を得て帰国します。こ

うして1922年（大正11年）、日本で２番目と

なる大阪ＲＣが誕生しました。

　東京ＲＣのみならず、大阪ＲＣ設立にも

梅吉の影響は大であり、日本のロータリー

の父と呼ばれる所以であります。

　不幸にして日本は、戦争で一時ＲＩを脱

退。梅吉は復帰を見届けることなく1946年

（昭和21年）、その生涯を閉じました。

　東京ＲＣはロータリーの父である梅吉の

遺徳を偲び、何か出来ないかと考えました。

そこで梅吉が幼少の頃より向学心に燃え、

明治期の日本にあって独学で日本・米国

において多くの学問・知識を修得したこと、

経済人となってからは日本の将来のため、

若い人の教育に援助や支援を行い、学校

教育に多大なる貢献をしたことを鑑み、

「奨学事業」を構想立案します。アジアか

らの留学生を支援するため1953年（昭和

28年）、募金が開始され、米山奨学事業が

生まれたのです。

　1967年（昭和42年）には「財団法人ロー

タリー米山記念奨学会」となり、来年2017

年には法人化50周年を迎えます。

　2012年（平成24年）には「公益財団法人

ロータリー米山記念奨学会」となり、ＲＩの

奨学事業の中でも大きな位置を占めるま

でに成長。今までに支援した奨学生は123

の国と地域に広がり、その数は20,000人に

近づいています。

　続いて３年に一度開催されるＲＩの規定

審議会についてですが、2016年の規定審

議会を通して見えてくるＲＩの考えは、ロー

タリーの永続的発展のため、より一層の会

員増強が必要であり、そのためにクラブの

裁量権の拡大が不可欠、としています。

　採択されたクラブ裁量権に関する項目は、

＊「例会の運営方法に関する制約を無く

す制定案」・・・例会と出席に柔軟性を認める。

＊従来、会員の種類は「正会員」と「名誉

会員」のみでしたが、クラブ細則を修正す

ることにより、クラブは地元のニーズに応じ

て新しい会員種類を追加できるようになり

ました。・・・会員身分に柔軟性を認める。

例）準会員、法人会員、家族会員など。た

だし人頭分担金を支払う正会員のみがＲＩ

に記録され、会員の全恩恵を享受できる。

（ロータリーの友８月号より引用）

＊「入会金」項目がＲＩ細則、標準クラブ定

款から削除されました。ただし入会金に関

してもクラブの裁量で決めることができます。

　このようにクラブ裁量の拡大が、現状の

会員数の減少と高齢化を防ぎ、クラブ活

性化そして成長につながるとの見地から、

今回の議案提案となり、採択されたのです。

　果たして、そうでしょうか？

　日本のクラブの多くが職業奉仕を根幹に

した奉仕活動を行い、例会を奉仕の理念

の形成や人格形成の場と考えてきたことを

継続するのか、それとも会員増強を図り、

一般的なボランティア団体として広く奉仕

活動を行う方向に進むのか、を選択するこ

とになっていくのではないでしょうか。

　歴史と伝統のある八尾ＲＣの皆様には、

すでに様々な議論を重ねておられるとは

存じますが、クラブの特色を深めることで

一層魅力ある、個性あふれるクラブへと方

向づけられることと、確信いたしております。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

9/21

9/28

10/5

会員数

57

57

58

出席

40

37

46

（内出席規定適用免除者）

5

8

メークアップ

0

出席率

81.63％

71.15％

86.79％

確定出席率

81.63％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

理事会

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

（休会）

ロータリー
研究会（名古屋）

月 火 水 木 金 土 日

ロータリー
財団月間 月

▼若林紀男パストガバナー（大阪東ＲＣ）

　本日卓話にお招き頂き恐縮です。皆様

のお役に立つお話が出来るか不安ですが、

精一杯務めさせて頂きます。

▼山本（昌）会長　若林パストガバナー様、

本日御指導よろしくお願い申し上げます！

▼田中副会長　若林PG足元の悪い中、よ

うこそおいで下さいました。本日、宜しくお

願いします。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼山陰幹事　若林PG本日卓話よろしくお

願いいたします。新宮さん、ナイスピッチン

グでした。誕生内祝い。

▼佐々木名誉会員　出席回数少なくてす

みません。バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野会員　若林PG様本日卓話よろしく。

▼松本会員 若林PG今日はご苦労様です。

▼居相会員　良い事がありますように。誕

生内祝い。

▼坂本会員　来週休みます。ミャンマー語

でこんにちは（ミンガラーバ）

▼池尻会員　若林PG、ようこそおいで下さ

いました。在籍内祝い。

▼中川（將）会員　昨日、聖丘CO　GOLD

から初めてまわり東40中41＝81　聖丘の

GOLDティーむちゃお得。

▼中川（廣）会員　良い事がありましたが、

もっと良い事がありますように。例会欠席

お詫び。

▼山本（勝）会員　野球大会、二連敗でし

た。おわび申し上げます。

▼井川会員　若林PGようこそおいで下さ

いました。卓話よろしくお願いします。

▼菅野会員　佐々木先生、先日はありがと

うございました。

▼今西会員　若林PG、本日はよろしくお

願い申し上げます。誕生内祝い。早退。

▼飯田会員　苦しい９月が終わりました。

▼宇野・寺坂会員　例会欠席お詫び。

▼山田会員　誕生内祝い。

▼吉本会員　若林PGようこそお越し下さい

ました。ご指導よろしくお願いいたします。

▼濱岡会員　富田さんお世話になりました。

▼津田・大槻・大熊会員　在籍内祝い。

▼松井会員　米山月間です。10/26集金さ

せて頂きます。ご協力宜しくお願いします。

▼新宮会員　申し訳ありません。なかなか

勝てません。

▼松村会員　50才を過ぎると、一年が早く

感じられます。誕生内祝い。

▼長竹会員　野球、ガバナー杯　次はエラ

ーしない様頑張ります。

▼宮川会員　若林PG、ようこそおいで下さ

いました。在籍内祝い。

▼福田会員　昨日誕生日でした。10月４日

は天使の日です。

ニ　コ　ニ　コ　箱
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