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お客様紹介
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敏之
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山家 茂夫様
ゲスト
佐藤 大様
ゲスト
小川 湧三様
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内田 義治様
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伊藤

稔出席委員長

会員数 出席数 欠席数 出席率

SAA

和信

1972.7.15

6名

第 2590 地区米山記念奨学委員会
委員長（横浜あざみ RC）
川崎宮前ロータリークラブ
会長
川崎宮前ロータリークラブ
幹事
川崎鷺沼ロータリークラブ
㈱横浜銀行
新城支店 支店長

今後のプログラム予定

欠 10 名

43 名 37 名 対象外

100％

（6）

親睦活動委員

前々回訂正出席率

対象外

MU1 名 94.29%

（8）

【本日の欠席者】

三木

治一会員

井上

小林

敏伸会員

清水

専吉会員

長谷川俊雄会員

志村

修司会員

ニコニココーナー
一樂

原

敏之

光明会員

SAA

祥子様：日頃、米山奨学事業にご支援・ご協力を
賜り感謝しております。本日は卓話にお招
き頂きありがとうございました。

山家茂夫様・佐藤大様：本日は表敬訪問で伺いました。
よろしくお願い致します。

10・11 月

プログラム名

10 月 30 日 休会
会員お祝い
第 1 例会

11 月 6 日

米山奨学金授与

小川

湧三様：お世話になります。

小島

徹会長：2590 地区米山記念奨学委員長

一樂祥

子様お忙しいところ卓話よろしくお願いし

青少年交換学生活動費授与

ます。川崎宮前 RC 会長山家様・幹事佐藤

卓話

様ご訪問ありがとうございます。大牟田さ

かものはしプロジェクト

理事役員会

ん転勤残念ですが、新しいところでのご活

萩原

ひとみ会員：10 月 11 日には等ホテル精養軒 71

躍お祈り申し上げます。

周年イベント精養軒寄席へたくさんの皆様

貝田 充幹事：地区米山記念奨学委員長一樂祥子様本日

にお越し頂き本当にありがとうごじあまし

は卓話を頂きありがとうございます。川崎

た。11 月 24 日 18 時江戸手妻ディナーシ

宮前 RC 会長山家茂夫様・幹事佐藤大様い

ョーもお楽しみ頂ければ幸いです。

つもお世話になっております。本日はご来

市川

宏会員：昨日は磯子カントリークラブへチャリテ

会ありがとうございます。

ィーゴルフ大会がありました。小丸会員と

伊藤 文治会員：本日はご多忙の中、一樂祥子様には卓
話を頂きありがとうございます。

参加しました。結果はヒミツ。
大牟田

淳会員：丸 2 年間でしたが温かく迎えていただ

川口 禮敬会員：地区米山奨学委員長一樂祥子様卓話あ

いたこと本当に感謝しております。ありが

りがとうございます。

とうございました。

鹿島 義久会員：本日は 2590 地区米山記念奨学委員会

合計

委員長一樂祥子様卓話ありがとうございま

累計

す。
渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い申し上げます。

会

22 件
27,

27,000 円

217 件

長 報 告

314,000 円

小島

徹会長

内藤 幸彦会員：一樂米山奨学委員長、山家宮前クラブ

1.地区より R 財団「グローバル補助金」プロジェクト募

会長、佐藤宮前クラブ幹事ようこそいらっ

集のご案内が届いております。
（グローバル補助金対象

しゃいました。また内田横浜新城支店長と

の人道的プロジェクトは、海外のロータリークラブ・

もにロータリーを楽しみましょう。

地区と協同で実施し持続可能な成果をもたらす大規模

小丸 日出夫会員：国際ロータリー第 2590 地区「米山
記念奨学委員長」一樂祥子様、本日は当ク
ラブにお出で頂き誠にありがとうございま
す卓話よろしくお願い致します。
冨岡 昭一会員：RI 第 2590 地区米山記念奨学委員長一

プロジェクトを対象とするものです）詳細は回覧いた
します。
2.神奈川ロータリークラブより卓話のご案内が届いてお
ります。日
場

時：11 月 26 日（月）点鐘 12：30

所：ホテルキャメロットジャパン

5F

樂祥子様、本日は大変お忙しいところ米山

卓話者：ロイヤルホールディングス㈱

月間卓話にお越し頂きありがとうございま

菊地

す。

テーマ：
『外食産業の持続的成長に向けて』詳細は回覧

細山 勝三郎会員：第 2590 地区米山記念奨学委員会委
員長一樂祥子様、本日はよろしくお願い致

唯夫氏

いたしますので、出席ご希望の方は事務局までお申し
出願います。
3.中原区民祭実行委員会より第 40 回なかはら“ゆめ”区

します。
中山 武夫会員：第 2590 地区米山記念奨学委員会委員
長一樂祥子様卓話ご苦労様です。
廣山 宗一会員：一樂様卓話よろしくお願い致します。
堀一 慶明会員：米山記念奨学委員長

会長兼 CEO

一樂祥子様お忙

しい中卓話ありがとうございます。
小泉 繁勝会員：よろしくお願い致します。
長戸 隆彦会員：一楽さん、いつも母が地区でお世話に
なっております。
朝山 秀男会員：いつもお世話になっております。

民祭賛助金への御礼状と開催のご案内が届いておりま
す。回覧いたします。
4.川崎中原ロータリークラブより 4RC 合同中原区民祭
防災グッズ配布についてのお願いが届いております。
日

時：10 月 21 日（日）11：20 集合

場

所：等々力緑地公園

とどろきアリーナ前

お祭

り広場
5.神奈川県ロータリアン親睦テニス会より
「第 53 回

神

奈川県親睦テニス会（上野杯）のご案内が届いており

ます。日 時：11 月 13 日（火）
場

9：30 集合

所：湘南ローンテニスクラブ

表敬訪問

詳細は回覧いたしますので、参加ご希望の方は事務局まで
お申し出願います。
6.川崎北ロータリークラブより「第 2 回佐久間会長杯ゴルフ
コンペのご案内」が届いております。日
場

所：東名カントリークラブ

幹 事 報

告

時：11 月 8 日（木）

詳細は回覧いたします。

貝田 充

幹事

1.例会変更
川崎 10 月 25 日（木） 休会
11 月 29 日（木） 休会
新川崎 10 月 24 日（水）→19 日（金）
戸塚カントリー倶楽部
7RC 親睦ゴルフ大会（幹事クラブ：新川崎 RC）

川崎宮前ロータリークラブ

会長

山家

茂夫様

川崎宮前ロータリークラブ

幹事

佐藤

大

様

退会挨拶

10 月 31 日（水）休会→通常夜間例会に変更
18：30

川崎日航ホテル

11 月 7 日（水） →10（土）移動例会
点鐘 11：00

例会後地区大会参加

11 月 14 日（水）→8 日（木）館山ベイ RC へ
の表敬訪問

18：30

夕日海岸ホテル海幸苑

11 月 28 日（水）→休会
＊10/24・11/7・14 メーキャップございます。
川崎日航ホテル 7F（18：00～18：30）
川崎西北 10 月 25 日（木）→夜会
11 月 10 日（土）
地区大会出席

点鐘 18：30 柏屋

淳会員

移動例会（11/8 分）

パシフィコ横浜

川崎麻生 10 月 26 日（金）休会→31 日（水）へ変更
10 月 31 日（水）
へ AED 贈呈式

大牟田

移動例会

柿生中学校

点鐘 12：30

柿生中学校

2F 視聴覚教室
11 月 9 日（金）休会→10 日（土）へ振替
1 月 10 日（土） 移動例会
11 月 23 日（金）

休会

11 月 30 日（金）

休会

2.会報受領 新川崎 RC 回覧いたします。

地区大会出席

卓話

米山記念奨学委員長

一樂

祥子様

（横浜あざみロータリークラブ）

ロータリー歴

します。我々が彼に期待するのは今後タイと日本のため

1991 年

に活躍してくれることです。彼は４年間、日本で多くの

横浜あざみロータリークラブ入会
（チャーターメンバー）

ことを学びました。楽しいことばかりではなかったとお

1991~1992 年度

クラブ幹事

もいますが、人間は基本的には同じであるとわかってく

1995~1996 年度

クラブ会長

れたはずです。これは、ロータリーにおける我々の信念

2009~2015 年度

米山選考委員

であり、人は世界の人々と友情を育むことができるのだ

（2012~2013 年度
2011~2012 年度

米山選考委員長

，

クラブ会長）

と、我々は証明したいのです。今から、ソムチャードさ
んはあなた方の元へ帰ります。あなた方は彼を誇りに思

2015~2016 年度

第 5 グループガバナー補佐

ってくださることでしょうし、彼も注いだ愛情には答え

2016~2017 年度

米山記念奨学副委員長

てくれるはずです。必ずやソムチャードさんはロータリ

2017~

米山記念奨学委員長

ー精神をもった人間へと成長するに違いありません」

職業分類

教育（高校）

「米山記念奨学事業の目指すもの」

米山記念奨学事業の目指すところは、世界の平和のた
めに寄与する人材の育成です。優秀な奨学生たちは、将
来、ビジネス、政治、教育などの舞台で活躍してくれる

1945 年に第二次世界大戦が終戦し、1949 年に日本の

ことと思っています。米山奨学生としての誇りとロータ

ロータリークラブのＲＩ復帰がかないました。日本初の

リー精神をもって人生の選択ができる人材の育成に皆様

ロータリークラブである東京ＲＣを創立した米山梅吉氏

のお力をお貸しください。

は残念なことにこのＲＩ復帰を見ることなく 1946 年に
亡くなりました。東京ＲＣで、米山氏の功績を記念し後
世に残る事業を立ち上げたいと提案されたのがこの奨学
制度です。若いころにアメリカに留学して多くのことを
学び、実業家として成功をおさめてからは多くの若者た
ちの学業を援助し、晩年は児童教育にも力を注いだ梅吉
氏の功績を顕彰するにはまことにふさわしい事業である
とクラブに受け入れられ「米山基金」が開始されました。
はじめは 1 年に 2 名の予定で、第 1 号の奨学生はタイ
からのソムチャード・ラタナチャタさんと日本で採用さ
れたインドの P.Ｋ．イーペンさんでした。イーペンさん
が帰国したのち採用されたインドのロイさんとソムチャ
ードさんの卒業をもって米山基金は終了しますが、奨学
事業はクラブ単独の事業から多地区合同の事業へと発展
していきます。
1958 年には 8 名の奨学生が採用され、東京の大学だけ
でなく京都大学、九州大学の学生も含まれていましたの
で、奨学金の給付や交流を京都ＲＣ、福岡ＲＣに依頼し、
世話クラブ制度の始まりとなりました。
ソムチャードさんがタイに帰国する際に東京ＲＣの新
田義実氏がバンコクＲＣにあてた手紙には、記念奨学事
業の目指すところが表れています。
「いよいよソムチャードさんが日本で勉学を終え、帰国

