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●本日の司会        （下田 育立副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （渡邉 信義会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

地区米山記念奨学委員会委員長 

萩原 道雄様（東京世田谷南ロータリークラブ） 
 

 
大野 隆司様（東京昭島ロータリークラブ） 
 

●会務報告         （渡邉 信義会長） 

 

 あと 2 ヶ月もすると、新年度と

なります。昭島市の新年賀詞交歓

会は例年行われておりますが、29

年は 1 月 5 日（木）午後 6 時から

こちらの昭和館で開催予定です。

当クラブも実行委員会のメンバ

ーとなっておりますので、多くの

会員の方にご参加をいただけれ

ばと思います。会費は 1 人 7,000 円となっております。 

 本日、クラブ代表者会議に出席をしてまいりました。こ

ちらは、前年度の決算の承認となっておりまして、前年度

の収入が 73,617,675 円、支出が 68,530,020 円で、差額は

積立金へ回すということで、原案通り可決をいたしまし

た。 

 地区より「審議会地区代表委員候補者推薦のお願い」が

きております。候補者の資格がガバナー経験者となって

おりますので、当クラブにはおられないのですが、他のク

ラブのガバナー経験者を推薦出来ますので、もし推薦し

たい方がいる場合は、昭島中央ロータリークラブとして

推薦するという形を取りますので、お申し出ください。 

 地区規定審議委員会より「2019 年規定審議会制定案及

び 2017-18 年度決議会決議案提出のご案内」が届いてお

ります。こちらは、クラブを通じて改定案が出せるので、

詳しく資料をご覧になりたい方は、事務局までお問い合

わせください。 

 前々回の理事会で、クラブ定款を検討するための委員

会を作るという提案がございましたので、パスト会長か

ら星野会員と今藤会員、若手会員から吉野会員と椎名会

員、それから会長エレクトの小島会員、会長、幹事で検討

委員会を結成いたしました。こちらで原案を作って皆さ

んと検討をしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 

●幹事報告        （佐々木 稔郎幹事） 

 

 
 

地区クラブサポート委員会よりご案内が届いております。 

・大槻年度の地区行事予定表及び一部猿渡年度の地区行

事予定表のご案内 

・希望があれば地区役員会等を傍聴できる準備を検討中 

・どのような情報を求めているかアンケート調査を行い、

結果を公表すると同時に関心のある情報を公開出来る様

に準備中 

 

地区米山奨学記念委員会より「米山奨学生・米山学友・ロ

ータリアン 冬の懇親パーティのご案内」が届いており

ます。 

日時 2016 年 12 月 3 日（土）17：00～20：00 

場所 品川プリンスホテル メインタワー12 階 

参加費 10,000 円 
 

10 月 23 日（日）海外へ子ども用車椅子を送る事業の車椅

子整備が行われ、12 名が参加で 30 台の車椅子の整備をい

たしました。今回はタイへ送られるとのことです。 
 

2016 年（平成 28 年）10月 26 日（水） 

第 1303回例会報告 

 



●ニコニコ BOX発表  （犀川 美佐緒親睦委員） 
 

 
 

○大野 隆司様（東京昭島ロータリークラブ） 

前年度は、今藤会長、渡邉幹事を始めとする中央ロータリ

ーの皆様に大変お世話になり、改めて感謝申し上げます。

すこし遅くなりましたが、渡邉会長、佐々木幹事の表敬に

参りました。 
 

◎渡邉会長 

萩原米山記念奨学委員長、本日の卓話よろしくお願いい

たします。 
 

○山中会員 

本日立川第九小学校 5年生の社会科授業で「将来の職業」

について講師をしてきました。 
 

・佐々木幹事 

萩原委員長 卓話ありがとうございます。 

 

●卓話「米山記念奨学事業の歴史と未来への願い」 

 地区米山記念奨学委員会 委員長 萩原 道雄様 
 

※講師紹介（渡邉 信義地区米山推進委員） 

 本日の卓話講師の萩原様のご紹介をさせていただきま

す。今月は米山月間でありますので、お招きをしてお話を

伺います。 

略歴 

最終学歴：東洋大学大学院経営学研究科博士後期課程修

了、経営学博士 

最終職歴：株式会社東急エージェンシー常務取締役 

ロータリー歴：東京世田谷南ロータリークラブに 1996 年

入会、現在に至る 

ロータリー役職歴：山の手西グループ幹事、世田谷南 RC

会長、 地区平和フェローシップ委員会委員長を歴任 

現在の主な役職：地区米山記念奨学委員会委員長 
 

※卓話 

 皆さん、こんばんは。昭島中央

ロータリークラブさんには、米山

奨学生のお世話もしていただい

ておりまして、本当にありがとう

ございます。先週の土日で米山奨

学生の研修旅行を京都でやって

まいりました。お寺で朝の 4 時半

に起きて、5 時から 6 時半まで奨

学生の皆さんに座禅をやっていただきました。感想はな

んと「超楽しかった」ということです。委員会の交流のコ

ンセプトとして、日本の伝統文化を理解してもらう、日本

の先進技術を理解してもらう、戦争の傷跡を見てもらう

ということがありますので、今回は伝統文化を中心に研

修旅行を行いました。 
 

※スライドを見ながら、米山記念奨学事業について分か

り易くお話をしていただきました。 

～米山奨学事業の使命～ 

将来、日本と世界（母国）とを結ぶ、「懸け橋」となって

国際社会で活躍し、ロータリー活動の良き理解者となる

人材を育成すること「究極の目的：世界の平和」 
 

～国際ロータリー定款～ 

第 4 条 ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の

各項を奨励することにある： 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー

クを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 
 

～米山奨学事業とは～ 

・日本のロータリー独自の事業（日本全国 34 地区の合同

活動）（国際ロータリーに認められている） 

・大学生、大学院生を中心に、日本で学ぶ外国人留学生を

支援 

・皆さまのご寄付と世話クラブ・カウンセラー制度による

心の交流で成り立つ 

 

～米山基金をつくった古沢丈作氏の想い～ 

・二度と戦争の悲劇を繰り返さないため、「平和日本」を

肌で感じてもらいたい 

・世界の人々と友情を育むことができるのだと証明した

い 

・大連宣言では、「博愛平等の思想の真実、わが同志はこ

の大義を世界に敷かむがために活躍する」、「ロータリー

の崇高なる使命ここに在り、その存在の意義またここに

存す」と結論づけた（1936 年） 
 

～米山奨学事業の考え方～ 

救貧型から知的貢献型へ 

米山奨学事業の使命について（2006 年の調査） 

第 1 位は「将来、母国と日本との関係を強め、国際交流や

親善を推進する人材の育成（73.9％）」 

第 2 位、第 3 位、第 4 位も含めたキーワードは①日本と

の懸け橋、②国際社会での活躍、③職業奉仕の精神、④優

秀性 
 
 

 
 
 

※謝辞（小島 弘明会長エレクト） 

 本日はありがとうございました。私は、数年前カウンセ

ラーとして中国の方を預かりました。色々大変な時でし

たが、当クラブは皆さん優しくて、後は本当に喜んでもら

いました。これからも日本を中心とした世界平和のため、

よろしくお願いいたします。  



●出席報告     （椎名 正明出席副委員長） 
 

 

会員数 45 名 

出席義務会員 44 名 

本日の出席 33 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 
 

●委員会報告 
 

※岩本 勝宏国際奉仕委員長 

 10 月 23 日（日）「海外へ子ども

用車椅子を送る事業」の車椅子整

備を行いました。日曜日のお忙し

い中、出席していただいた会員の

皆様、大変ありがとうございまし

た。 
 
 

 

※本田 征勇駅伝部監督 

 来年の 1 月 8 日（日）の駅伝大

会の選手が決まりましたので、皆

さんにお知らせしたいと思いま

す。補欠を入れて 8 名の登録をし

ました。第 1 区が須田会員、第 2

区が吉野会員、第 3 区が岡野和弘

会員、第 4 区が椎名会員、第 5 区

が下田育立会員、第 6 区が今藤会

員、補欠が宇田川会員と浅見会員です。

※柴田 智幸青少年委員長 

 先日よりご案内をさせていた

だいておりますが、11月3日（祝）

少年柔道大会が開催されます。ま

だ、出欠のお返事をいただいてい

ない方もいらっしゃいますので、

返信をよろしくお願いいたしま

す。尚、若干の変更がございます

ので、後日改めて FAXを流します。 
 
 

※佐々木 稔郎幹事 

 本日の例会終了後、理事会を開催いたしますので、理事

の方々はご出席をお願いいたします。 
 
 

●次週例会予定 （伊藤 満雄プログラム委員長） 
 
 

11 月 9 日（水） 
 

卓話「文学と温泉医学」 

東京西徳洲会病院 滝宮様 
 
 
 
 

 
 

●閉会点鐘         （渡邉 信義会長） 

 

 

「第 21 回立柔杯」柔道大会 （新世代委員会） 
 

2016 年 11 月 3 日（祝） 於 立川市泉市民体育館 

 

  



   

   

   

   

   

   


