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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●ビジターの紹介

　　　国際ロータリー第2660地区

　　　　片山　勉　ガバナー

　　　　辰野久夫　地区幹事（大阪東ＲＣ）

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　吉本憲司委員

●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

　　　　　　　　　 片山　勉　ガバナー

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

10/18　「会者定離（えしゃじょうり）」山田隆章様

11/1　　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　　　福田隆教会員

11/8　　星野知子様

11/15　青少年奉仕委員会　野村俊隆委員長

11/22　「私を語る」藤田隆司・北野和男会員

11/29　会員増強フォーラム

　　　　　会員増強委員会　田中康正委員長

12/6　松岡伸晃弁護士

　本日は今月の米山月間ちなんで、米山梅吉氏の生い立ち

と生涯を、簡略にお伝えしたいと思います。

　皆様ご存知のように、梅吉氏はアメリカで設立されたＲＣと

言う奉仕団体を日本で初めて設立した方です。その事実だ

けでも我々には十分すぎるほど偉大なのですが、梅吉氏の

人生も大変数奇で、また努力の人でありました。

　梅吉氏は１８６８年東京の武家和田家の三男として生まれ、

母親は神官の娘だったので、当時はとくに教養のある家庭に

生まれましたが、5歳のおり父親が他界。その後は母親の実

家の伊豆の三島で母の手一つで育てられます。

第2743回　例会　プログラム

会　長　の　時　間

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



　小学校に入学した梅吉氏の成績は常に優秀で、挨拶も礼

儀正しく、身だしなみも良く、神童と呼ばれてました。加えて

二枚目だった梅吉氏は土地の旧家の米山家から養子に懇

願され、結果米山梅吉となりました。

　中学校は地域でも由緒ある学舎で英語、漢字、数学を習

得しました、特に漢詩は当時夏目漱石と並んで、良く雑誌に

掲載されていたそうです。

　成績優秀な梅吉氏は、将来を考えます。このまま旧家を継

ぐのは納得できず、苦学を覚悟で東京へついに無断で家出

します。しかしそれだけでは満足できず、次はアメリカへの留

学を決意し、公務員試験に合格し、働いてお金をため、東京

英和学校今の「青山学院大学」に通って英語を学びます。

　留学前に米山家に帰り全てを許してもらい、いざ渡米。アメ

リカでは仕事の合間に学校へ行く、というハードな生活を８年

間過ごし、色々なものを学びました。

　そして２８才で帰国。結婚して、三菱銀行へ入行します。英

語が出来る梅吉氏は１９１７年に政府の財政経済特派員とし

て、また訪米する事になりました。ダラスで三井物産の福島

喜三次氏と会って初めてＲＣを知り感銘を受けて帰国します。

　１９２０年、日本初の東京ＲＣを設立し、初代会長に就任。そ

の後、三井信託銀行を設立されて初代社長、三井報恩会会

長等を務め三井財閥の中心的な存在になります。

　１９３７年には私財を投じて青山に小学校を設立され自ら校

長になり、生徒にはロータリーの理念に非常に近い「貴方が

他人にしてほしいことを、あなたが他人にしなさい」という聖書

の言葉を毎日、生徒に聞かせたそうです。

▼先月30日に米山カウンセラー研修会が開催さ

れ、大槻会員が参加されました。

▼7～9日に豊中RCのホストで秋のＲＹＬＡが開催

されます。当クラブからも次回のロータリーパパ候

補の方をはじめ、20名が参加登録しています。

▼次週はガバナー公式訪問です。例会後に記念

撮影も行います。多数の出席をお願いいたします。

▼八尾市のクリーンキャンペーンが19日に開かれ、

式典と駅周辺の清掃を行います。

▼先日お配りした会員満足度アンケートですが、

まだの方はご提出ください。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼幡田会員より「先週欠席のお詫び」とのことで、

おせんべいをいただきました。

▼親睦活動委員会・友田　昭　委員

　秋の親睦旅行を今月29、30日に開催します。多

数のご参加をお待ちしております。

▼野球部・野村　俊隆　会員

　1日にガバナー杯野球大会の第2戦が行われ、

７－２で敗れました。今週末も三重で試合が行わ

れますので、初勝利をめざして頑張ります。

また来年は甲子園での試合もございますので、ご

支援をよろしくお願いいたします。

▼テニス部・福田　隆教　会員

　先月30日にテニスを実施しました。おかげさまで

盛況で、今後も月１回程度開催していきたいと考

えています。また家族会も開く計画ですので、テ

ニスをされない方もご参加ください。さらに、テニス

を通じて他クラブとも交流していきたいと思います。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　本日、会員増強のポスターを配布しております。

会社などにできるだけ掲示していただき、会員増

強にお役立てください。

「米山月間に因んで」

▼米山委員会・大槻　恭介　委員長　

　ロータリー米山記念奨学会は今年、財団設立50

周年を迎えました。来年2月には東京で、記念式

典が開催される予定です。

　財団設立当時に年間59人だった奨学生の数は、

今では約800人に増加しており、来年度には累計

で２万人を突破する見通しです。

　その一人が、現在当クラブでお世話している陳

韋宏君です。彼にはこの機会にスピーチをしても

らい、皆さんにもさらに彼のことをよくわかってもら

えれば、と思います。

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



　米山で奨学金を受けた人は、卒業して学友にな

ります。そのまま日本に残る方もあれば、母国へ

帰国する方もあります。

　それではここで「米山奨学

生になってよかった」という学

友のDVDをご覧ください。

　私も入会以来毎年、米山に寄付をしてきました

が、このように活躍されている方を知ると、これから

もできる範囲で支援させていただきたいと感じま

す。本年も皆様のご協力をお願いいたします。

▼米山奨学生・陳　韋宏　様　

　台湾から来ました。日本での生活を始め、一年

が過ぎました。

　台南の大学を卒業後、日本へ来ました。それま

で日本へは一度しか来たことがなかったので、日

本がどのような国か、あまりわかりませんでした。

　しかし日本に興味を持ち日本語を勉強し始める

と、もっと日本のことを知りたくなりました。そこで日

本の大学院に進学することにしました。大学時代

の友人といっしょに来日しました。

　米山奨学生になったおかげでいろんな人々と交

流でき、なんともうれしい気持ちになりました。

　八尾ＲＣの例会にも出席させていただけるように

なりました。はじめは勝手がわからず、まごまごし

ていましたが、菅野会長や会員の皆さんが非常に

やさしく、だんだん慣れてきました。

　特に印象に残っているのは、５月の歓迎会です。

私はお酒があまり飲めないので、今も練習してい

ます。

　勉強はとても大変ですが、ロータリーで気分転

換ができています。いろんな国からの留学生とも

友達になりました。

　８月に東京工業大学大学院に合格し、来年４月

から応用科学を勉強します。

　今は台湾の大学の後輩たちに、日本への留学

を案内したりしています。先日も東北大学へ一人、

案内しました。

　将来は日本と台湾、そして世界との架け橋にな

りたいです。これからもよろしくお願いいたします。

▼菅野会長　本日の卓話は、大槻会員による

「米山月間に因んで」です。皆様ご静聴よろしく

お願いします。

▼長竹幹事　小谷さん、ガバナー杯初ヒットお

めでとうございます。

▼松本会員　今夜は中秋の名月です。

▼居相・山陰会員　誕生内祝い。

▼池尻会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。何

時も有難う。

▼寺坂・濵岡会員　例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　会員の方々及び御夫人の

御誕生日おめでとうございます。

▼山本（昌）会員　親睦旅行参加の程、よろし

く！ご夫人誕生日。

▼中川（廣）会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　ガバナー杯野球大会、部員

の皆様、大変御無理を申し、出席頂いたおか

げで、試合が成立しました。ありがとうございま

した。

▼笠井会員　池尻部長、福田マネージャー、テ

ニスお世話になりました。田中会員ありがとうご

ざいました。

▼田中会員　ＢＢＳボクシング活動報告―先日

試合があり６人参加し、全勝しました！！初の

全勝です！！うれしい限りです！！ご夫人誕

生日。誕生内祝い。

▼柏木会員　大槻さん卓話頑張って下さい。い

い事があります様に。

▼津田・相馬会員　在籍内祝い。

▼松井会員　ご夫人誕生日。

▼奥谷会員　遅刻しそうでしたがセーフでした。

▼吉田会員ニコニコいつもありがとうございます。

▼児林会員　両替ありがとうございました。

▼西村会員　野球部欠席お詫び。頑張って下

さい。

▼大槻会員　はやくも２年が経過しました。今

後もご指導の程お願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

9/20

9/27

10/4

会員数

55

55

55

出席

40

40

42

うち出席規定
適用免除者

11

10

9

メーク
アップ

0

出席率

80.00％

81.63％

87.50％

確定
出席率

80.00％

▼富田会員　年次表彰ありがとうございます。

▼大熊会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。い

つもありがとうございます。

▼福田会員　大槻さん卓話楽しみにしておりま

す。誕生内祝い。

▼幡田会員　宮城仙台に行ってきました。牛た

んせんべい食べて下さい。ご夫人誕生日。例

会欠席お詫び。

▼藤田会員　野球部、試合成立しました。あり

がとうございました。テニス部お疲れ様でした。

誕生内祝い。

▼北野会員　１０月３日４２回目の結婚記念日

無事に終わりました。福田会員、土曜日のテニ

スありがとうございました。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１７年１０月４日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.台北東ＲＣの件

4.イルミネーション見積もりの件

5.八尾中央ＲＣ市民啓発活動協力の件

6.金光八尾高校文化祭祝い金の件

7.地区大会信任状の件

8.四和会事務局参加の件

9.平成２９年度大阪府「ダメ。ゼッタイ。」国

連支援募金の件

10.フラッグの件

11.親睦旅行事務局参加の件　

12.春のライラの件

理事会議事録

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋の
親睦
旅行

秋の
親睦
旅行

理事会

例会→
29日（日）に変更

秋のRYLAセミナー
　（～９日）

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

地区大会（帝国ホテル、
　NHKホール）

理事会

ロータリー
財団月間 月
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