本日の行事予定 (2013 年 11 月 1 日)
第 2945 回例会
卓話担当：相羽あつ子君
講
師：名古屋音楽大学音楽学部邦楽コース
加藤泰山さん、相羽美穂さん、
山本聡美さん、小関明日香さん、
伊藤亜衣さん
演
題：「邦楽演奏」

先回の記録（例会）
第 2944 回 ’13 年 10 月 25 日（金）晴れ
≪米山月間≫
卓話担当：米山奨学委員長 山本達彦君
講
師：2013 年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君
演
題：「インドネシアを知りましょう」
ストレッチ体操 稲垣宏高君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 堀田力男君
ゲ
ス ト 新入会予定者 佐藤雅彦氏
会 員 総 数 67 名
10 月 4 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
22 名
本日出席会員 53 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 79.10％
訂 正 出 席 率 90.08％
超 過 出 席 鈴木吉男君(第 4 回地区国際奉仕
委員会)、安江正博君、篠田廣君（ＲＬＩパートⅡ）
会長挨拶
鈴木吉男会長
今月は米山月間というこ
とで、米山梅吉の簡単な伝記
を読みます。
1868
（慶応 4）
年 2 月 4 日、
東京芝田村町にて和田竹造
とうたの三男として生まれ
る。5 歳で父を失い、母の郷里である静岡県三島
に移る。12 歳のとき隣村の長泉村の大地主米山家
の養子縁組の話が始まる。文筆立志を望み 16 歳で
養家の意に反し沼津中学を 2 年で中退し上京、銀
座の江南学校に入学、19 歳で東京和英学院（青山

学院の前身）に転じ米人講師につき語学研修、ま
た東京府吏員などしながら苦学する。20 歳のとき
米山家へ養嗣子として入籍し、養家の理解を得て
間もなく渡米、苦学しながら 8 年間留学する。先
ず、カリフォルニア州ベルモント・アカデミー高
校で大学入学の準備を終え、オハイオ州ウェスレ
アン大学とニューヨーク州シラキュース大学にて
修学、法学を専攻する。
帰国後、勝海舟に師事、東京博文館より「提督
彼理(べるり)」を出版する。29 歳で米山家の一人娘
米山はると結婚、日本鉄道会社に勤めるも意を得
ず、三井銀行に入社、数回欧米の銀行業務など視
察、三井銀行各支店長を経て、42 歳で常務取締役
に就任する。1917 年（大正 6 年 50 歳）10 月、政
府特派財政経済委員として渡米、ダラスで三井物
産の福島喜三次（ダラス・クラブ会員）と会いロ
ータリーの話を初めて聞き、大いに感動する。翌
年 2 月帰国して大正天皇に拝謁を賜り金杯を下賜
される。’19 年オハイオ州ウェスレアン大学よりマ
スター・オブ・アーツの学位を受ける。’20 年（大
正 9 年 53 歳）、政府臨時財政経済調査委員（内閣）
に任ぜられる。
10 月 20 日東京ロータリークラブ創立、初代会
長となる。’24 年（大正 13 年 57 歳）三井信託株式
会社を創立し取締役社長となる。7 月初代スペシ
ャルコミッショナー（無地区時代のガバナー役）
就任。’25 年（大正 14 年 58 歳）信託協会会長、東
京商業会議所特別委員ほか公職多数にのぼる。三
男二女に恵まれるが長男と次男に先立たれるとい
う不幸に遭遇し、二児を記念して青山学院に記念
道場を、立教大学に心理学実験室を寄付する。’28
年（昭和 3 年 61 歳）7 月、RI 第 70 地区初代ガバ
ナーとなる。9 月紺綬褒章を受賞、10 月正六位に
叙せられる。’31 年（昭和 6 年 64 歳）、郷里の長
泉村立小学校に米山文庫を寄贈する。’34 年（昭和
9 年 67 歳）第一線を退いた後も財団法人三井報恩
会理事長、三井信託株式会社代表取締役会長、第
15 回赤十字国際会議日本赤十字代表委員、財団法
人日本結核予防協会評議員並びに監事、「幕末西
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洋文化と沼津兵学校」再版、「常識関門」、ポー
ル・ハリス原著“This Rotarian Age”の訳書「ロ
ータリーの理想と友愛」など出版、恩賜財団愛育
会監事、青山学院に緑岡小学校を設立など多くの
社会事業、医療事業、教育研究事業の要職や奉仕
事業に貢献する。’38 年（昭和 13 年 71 歳）、4 月
勲四等に叙せられ瑞宝章を受章する。
’44 年（昭和 19 年 77 歳）、静岡県駿東郡長泉村
下土狩に疎開し、’46 年（昭和 21 年 79 歳）4 月 28
日、長泉村下土狩邸にて逝去する。
’52（昭和 27）年 11 月、日本ロータリーの創設
者米山梅吉の功績を記念して、東洋諸国の学生を
日本に留学させる東京クラブ奨学事業「米山基金」
が企画され、12 月可決、’53 年に発足した。今や
全国クラブの支持を受け、’67（昭和 42）年に財団
法人「米山記念奨学会」となり、現在は世界中か
ら多くの留学生を受け入れている。
「ロータリーの理解と友愛」の最後に「凡そ、
ロータリー会員は身分の高下と貧富に別なく、人
種に拘らず、宗教家たるを問わず、政治家たるを
論ぜず、寛大、忍耐、正義、親切、友誼、親愛を
我らの知る最善の小世界の住人に支給している
人々に好意を伝へる使節として終始するものであ
る」と記している。（ロータリー日本 50 年史、東
京ロータリークラブ 70 年、米山梅吉伝より）

5. 10 月 28 日(月)午後 3 時半より、津島神社にて
「堀浄化工事竣工銘板設置奉告祭」がとりおこ
なわれます。篠田廣直前会長に出席していただ
きます。
6. 会場後方にチャリティーイベント「ワールドフ
ード・ふれ愛フェスタ」のチケットがございま
す。これは名古屋和合ＲＣの企画で 11 月 2 日
～11 月 4 日の間、栄・久屋大通公園にて開催
されます。今年度この企画に地区も賛同し、第
2760 地区全クラブにチケット購入の依頼があ
り、先のガバナー公式訪問時にも田中ガバナー
から協力依頼がありました。当クラブも理事会
にて協議し 20 枚購入いたしました。この企画
の概要は、回覧していますのでご覧ください。
い。チケットは 1 枚￥2,000 で￥1,800 分の会
場での利用クーポン券＋お楽しみ抽選券が付
いております。差額の￥200 はポリオ撲滅の資
金にあてられます。チケットはご自由にお持ち
帰りください。なお、チケットをお持ちになら
れた方はニコボックスへのご投函よろしくお
願いします。
7. 11 月から毎月第 1 例会は例会の進行上、お食
事タイムを例会前のお食事（早めし）とさせて
いただきます。
以上です。よろしくお願いします。

幹事報告

ニコボックス報告 第 2944 回分
水野憲雄ニコボックス委員
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 先週の「近
代海部郡誕生 100 年記念式典」
では皆様にお世話になりまし
た。特に田中社会奉仕委員長、
大変お疲れ様でした。また週末
にダブル台風が接近しますが、
皆様お気を付けください。
寺島淳一君 本日の例会と誕生日が重なりました。
実年齢と見た目年齢にかなりのギャップがあります
が、とうとう 50 歳になりました。鈴木会長が年下
に思われることがよくあります。
田中正明君 海部郡誕生 100 年記念式典には、会
場委員会の皆様はじめ大勢の皆様にお手伝いいた
だき、誠にありがとうございました。
浅井賢次君 ①土曜日の出張例会に、体調不良で
突然欠席、申し訳ありませんでした。②松崎先生
に大変お世話になりました。③ＵＦＪ銀行の佐藤
雅彦支店長をお迎えして。
山本達彦君 本日、卓話を担当します。マルディ
ス君をお迎えして。
堀田力男君 山形で開催された復興支援イベント
のスーパーカー・ミーティングにエントリーして
優勝をいただいてまいりました。
三谷栄一君 分区ゴルフ大会に個人優勝しました。
団体優勝に寄与できました。

寺島淳一幹事
1. 本日、入会予定者の佐藤雅
彦さんにゲストとして出
席していただいておりま
す。次週 11 月 1 日(金)に
入会式を行います。
2. 10 月 26 日(土)16：00 より
「南山大学」にて「ホストファミリー懇親会」
が開催されます。加藤則之新世代委員長とホス
トファミリーの横井啓泰（ひろやす）さん、津島
東高校の竹地先生に出席していただきます。
3. 10 月 26 日(土)～10 月 28(月)まで鈴木吉男会
長始めメンバー15 名で台北滬尾ＲＣとの友好
訪問に出かけてきます。緊急の御用の時は、稲
垣宏高直前幹事までお願いいたします。
4. 10 月 27 日(日)、「海部郡 1 周ぐるりウォーキ
ング」が開催されます。コースは「愛西市役所
～弥富資料館」までの約 14 キロを行います。
メ一キャップ対象事業になりますので、当日ご
協力していただけるメンバーの方がございま
したら、田中社会奉仕委員長までご連絡をお願
いします。なお、前回 10 月 20 日の「甚目寺観
音～愛西市役所」のコースは当日雨でやむなく
中止させていただき、11 月 24 日に延期となり
ました。
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矢田潔君 分区ゴルフ大会で最年長者参加賞をい
ただきました。神様に感謝をしております。
高木輝和君 先週のあまＲＣ合同例会を欠席しま
した。23 日(水)開催の西尾張分区合同ゴルフ大会
で、飛び賞(35 位)をいただきました。
篠田廣君 合同ゴルフで入賞しました。
吉田康裕君 西尾張分区コンペ、ドラコン、ニア
ピン、いっぱいいただきました。
山田清三君 余郷くん、コンニチワ！
八谷潤一君 松崎先生にお世話になりました。
余郷利彦君 先週の例会を欠席いたしました。
日比一昭君 中電の水野さんにお世話になりました。
伊藤祥文君 小林先生、お世話になりました。ま
た、余郷さんにチケットをいただきました。
相羽あつ子君 先週の合同例会、欠席しました。
佐藤敬治君 三菱東京ＵＦＪ銀行の佐藤雅彦支店
長をお迎えして。
寺島淳一君、伊藤哲朗君、山本達彦君、佐藤敬治
君、相羽あつ子君、浅井彦治君、坂井裕君、余郷
利彦君、安江正博君、河西あつ子君「ワールドフー
ドふれ愛フェスタ」のフードチケットを購入しました。
水野憲雄君、河西あつ子君、生田達一君、小林啓
子君、野々山勝也君、山田清三君、宅見康悦君、
大河内勝彦君、伊藤基君、松崎安孝君、浅井彦治
君 ウィークリーに写真が載りまして。
山田勝弘君、佐藤敬治君、加藤則之君 その他。

卓 話
≪米山月間≫
卓話担当：米山奨学委員長 山本達彦君
講
師：2013 年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君
演
題：「インドネシアを知りましょう」

宗教
イスラム教
キリスト教
ヒンドゥー教
仏教
その他

◆輸出は産業、輸入は車やパソコン等が多い。
◆インドネシアの主食はお米、
とうもろこし、サゴの三つが
あります。
サゴ→
◆ジャワの観光地と言えばボロブドゥル寺院（仏
教）とプランバナン寺院（ヒンドゥー教）で、
世界遺産の一つです。きれいな海岸と富士山の
ようにきれいなブロモという名の山もあります。

(ボロブドゥル寺院)

（海岸）

◆人 口：約 2 億 3050 万人で世界第 4 位、人口
増加率は 1.52％（2009 年）
◆島の数：17504 島(世界最大の島嶼国家）あり、
ジャワ島（
印）が一番賑やか
※日本の島の数は 6852 島
◆季 節：四季がなく、梅雨と夏がある

◆宗教はイスラム教が
多く 83.9％、キリス
ト教 11.7％、その他
ヒンドゥー教徒や仏
教徒がいます。

(プランバナン寺院)

(ブロモ山)

◆民間の問題点＝失業者が多い
出生率が高い。仕事場が多くありません。
田舎から都会に引越した人が多いので、仕事
を作るのではなくて、仕事を探すという考え
方を持っている人が多い。
→解決方法＝仕事を作る
◆インドネシアのロータリーのプロジェクト
社会関係のフェスティバル
【例】地震教育、無料の治療、交換留学生、動植
物の守り、勉強会、国際ロータリーとプロ
ジェクトを立てる。
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その他

ゲストで新入会予定の
佐藤雅彦氏

浅井彦治ゴルフ幹事
猛烈な台風 27 号が南大東
島近辺で足踏みをしていた
10 月 23 日(水)、西尾張分区
合同ゴルフ競技会が岐阜県
の関ＣＣで行われました。
今回は西尾張分区の精鋭
との合同競技大会で、見事に
個人優勝(三谷栄一君)、団体優勝ともに津島ＲＣ
が勝ち取りました！ ゴルファーとして大きな目
標である最高齢者賞(矢田潔
君)も津島ＲＣから輩出しま
した。日ごろの鍛錬の成果だ
と思われます。
津島ＲＣ内では、稲垣宏高
君が久しぶりの優勝に感激
していたようです。今後も健
康のためにゴルフを楽しみ
ましょう。お疲れ様でした。
次回は 11 月 14 日(木)、
12 月は 19 日(木)、いずれも
桑名ＣＣです。

伊藤哲朗副会長

社会奉仕委員会(地区補助金事業)
10 月 19 日(土)、弥富市総合社会教育センター
でも海部津島歴史検定が行われました。

また、地区補助金事業の「海部郡１周ぐるりウ
ォーキング 一筆書きで行こう！」の第 1 回目
「“膝栗毛”文芸“津島土産”の世界コース」は、
10 月 20 日(日)が雨のため 11 月 24 日(日)に延期
されましたが、「旬のレンコンに舌鼓 豊かな田
園コース」が、台風一過の快晴に恵まれた 10 月
27 日(日)に開催されました。
愛西市役所→道の駅立田ふれあいの里→東保八
幡社→専念寺→弥富資料館の約 14 ㎞で、78 人が
参加しました。

優勝の三谷栄一君

【合同ゴルフ競技会結果】
順位

↑10 月 27 日(日)、愛西市役所のスタート受付
で、伊藤哲朗副会長が 2 時間頑張りました。

氏

名

OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

優勝
2 位

三谷栄一
太田吉宣

43
53

48
45

91
98

20.4
26.4

70.6
71.6

3 位

谷川浩司

43

49

92

20.4

71.6

【津島ＲＣゴルフ結果】
順位
優勝
2 位
3 位

氏 名
稲垣宏高
三谷栄一
矢田 潔

OUT
45
43
49

IN
44
48
48

ｸﾞﾛｽ
89
91
97

Hcp
20
15
18

ﾈｯﾄ
69
76
79

↑ガイドボランティアが史跡等の案内で活躍。
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国際奉仕委員会「台北滬尾ＲＣ訪問」
10 月 26 日(土)～28 日(月)、津島ＲＣ会員 15
名が台湾へ行き、姉妹クラブの台北滬尾ＲＣの会
員と交流しました。
【1 日目】

伊藤誠君、加藤泰一郎君、宅見康悦君
も舌鼓。
【2 日目の観光組】
新幹線で台南へ行きました。台湾版ジャングルク
ルーズを楽しんだり、オランダ統治時代の史跡の
見学をしました。
ついに台湾
デビューした
堀田力男君
頑張れ!!

久しぶりに後藤務君
も出席しました。
台南ではお祭りのパレードがありました。

浅井彦治君(左
端)は 10 数年
ぶり(？)に台
湾訪問しまし
た。

Jhon と仲良く語る
服部貴君
「お世話になります」
安平古堡（鄭成功の銅像）
みんな、
ええ顔して
ちょ！

三谷国際奉仕
委員長が孤軍
奮闘の働きを
していました。
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【3 日目】

熱帯地帯の台
南で、“台湾の
アマゾン”クル
ーズを楽しみ
ました。

10 月 28 日は、
アンガス(進花財）さん、
○○才のお誕生日、
おめでとうございます！
↓昼食中です。

台湾の美しい陶器に触れて、格調高い芸術的時間
を過ごしました。
【2 日目のゴルフ組】
次回例会
第 2946 回 ’13 年 11 月 8 日（金）
≪ロータリー財団月間≫
卓話担当：R 財団委員長 浅井彦治君
講
師：地区 R 財団委員長
鈴木文勝君
演
題：「ロータリー財団
未来の夢計画について」

お知らせ
■近代海部郡誕生 100 年記念事業
「海部郡１周ぐるりウォーキング
～一筆書きで行こう！～」
11 月 10 日(日)「新東海道を行くコース」
弥富市役所集合 9：00～
11 月 17 日(日)「時の流れを感じつつ…
古刹を巡るコース」
蟹江町役場集合 9：00～
※10 月 20 日雨天中止のため下記に延期
11 月 24 日(日)「“膝栗毛”文芸“津島土産”
の世界コース」
甚目寺観音集合 9：00～

日台プレイヤー勢揃い

立ち食いラーメ
ン(？)でちょい
と腹ごしらえ.
結構おいしかっ
た!!
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