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司会    池田豊文 SAA  水野 茂会長  斉唱 奉仕の理想  

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

20 20 17 3 85.00％  95.00％ 90.00％ 

本日欠席者 沼崎会員、田畑会員、具会員 

 

 新入会員 2 名の推薦を次回の理事会で行う予

定です。 

 先だっての理事会で役員選考委員会が発足し

ましたが、12 月 26 日に年次総会の予定ですの

で、とりあえずの委員長は水野会長ですが、次

年度の高橋会長と池田幹事の方で年次総会を目

指して調整を行って頂きたいと思います。 

 今日はガバナー公式訪問についての協議会を

行いますが、それほど時間がかからないと思い

ますので、年次総会を行うかどうかを含めて

色々な議論をして頂きたいと思います。 

 年度当初にも申しましたが、情報集会の開催

をお願いします。1 班は沼崎さん、2 班は井上さ

ん、3 班は具さんです。会員も増えていますので

よろしくお願いいたします。 

 

 

 皆様、こんにちは、お元気ですか！ 

さて、本日は１８日に開催された地区大会の報

告です。 

本年度の地区大会は、各クラブ会長・幹事・会

長エレクトの３名と、地区役員も委員長以上、ホ

ストクラブ関連の会員の方々総勢３０１人の出

席だけでした。一般会員の参加は見送られ、会場

も３回変更になり、開催すること事態、大変だっ

たことが、皆様挨拶の端々に垣間見られました。 

午後２時の開会の点鐘から、閉会の点鐘まで、

コロナ禍の為、国家斉唱やロータリーソング斉唱

が、ピアノ演奏になったり、例年行われている歴

代の紹介や、役員の紹介が削除されたり、挨拶関

係がビデオメッセージになったりとソーシャル

ディスタンスに気をつけて実施されていました。 

時間も予定より３０分ほど早く終了しました。 

閉会後に表彰の撮影が行われ、２部門で津久井

中央ロータリークラブは表彰を受けました。ちな

みに財団寄付優秀クラブ第５位と、会員増強賞の

会員維持率です。例年であれば、会長だけが残さ

れますが、今年は３人しかいなかったので残され

ることなく一緒に帰ってくることが出来ました。 

最後に、ガバナーの閉会の点鐘の時、涙ぐむ姿 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

を見て再来年の地区大会では、佐藤会員の涙を

見たいものです、その涙が感動の涙か、悔し涙

かは判りませんが。その為にはクラブが一丸に

なって成功するように、努力して頑張っていき

ましょう。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただ

きます。 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

米山記念奨学会関連クイズ 

  小山里枝米山記念奨学会委員長 
 

  米山記念奨学会関連クイズ quiz の解答です    2020-2021米山奨学委員会 

 

問題 1 なぜ、外国人留学生を支援するのか？  

「この事業は 1952 年、《（ 東京 ）ロータリークラブ》が発表した《（ 米山 ）基金》に始まります。日

本のロータリーの創始者である故・米山梅吉氏の生前の功績を讃え、後世まで残るような有益な事業を

行いたい―。海外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する奨学金事業でした。その背景には、二度

と（ 戦争 ）の（ 悲劇 ）を繰り返さないために、“平和日本”を世界に伝え、国際親善と（ 世界平和 ）

に寄与したいという、戦後のロータリアンたちの強い願いがありました。」 

問題 2 民間最大の国際奨学事業（外国人留学生を対象とする民間奨学金では国内最大規模） 

・2019学年度の奨学生数は 何人？      ① 789人  ② 868人  ③ 987 人 

・2019学年度の事業費（2018-19年度決算）は いくら？ 

① 12億 2千万円 ② 14億４千万円 ③16億 6 千万円 

・これまでの累計奨学生数は 何人？   ① 20,023人 ② 21,023人 ③ 22,023 人 

・その出身国は 世界何か国？         ① 123 か国   ② 126か国  ③ 129 か国 

問題 3 学友会について（学友会＝元奨学生を中心とする同窓会組織） 

    「日本に ① 33 、 海外に ② 9 、計 ③ 42 の学友会が あります」   

① ～ ③ に 入る数字の組み合わせで 正しいのは A～C の どれでしょう？ 

A. ① 33     ② 9     ③ 42 

B. ① 32     ② 11    ③ 43 

C. ① 31     ② 12    ③ 43 

問題 4 遺言による寄付 〔米山記念奨学会への寄付〕 

生前に遺言書を作り、所定の手続きで遺産を寄付する意思を示された場合、遺贈した財産は相続税から

控除され、相続税額が軽減されます。また、相続人が相続によって取得した財産を（ 10 ）カ月以内に

寄付した場合も、寄付した財産に相続税が課税されません。 

（  ）に入る数字は      ① 6    ② 8    ③ 10 

※ここまでの出題は『ロータリー米山記念奨学事業 2019-20 年度版』から 

問題 5  【 ここからは米山梅吉氏に係る問題です 】 

①  米山梅吉は 婿養子である  ×       

②  父の名前に「竹」の文字が、兄の名前に「松」の文字があり  

３人で『松竹梅』になる   〇 ※父、竹造  兄、菊松 

③  米山梅吉が影響を受けたであろう当時の日本経済界のリーダーは 渋沢栄一氏 

      ※梅吉氏より２８歳年上、明治４２年に古希を迎えていた 

④  米山梅吉氏が初めて出席した例会は アメリカ テキサス州のダラスでした 

 この時、米山梅吉氏は （ﾋﾝﾄ：大正 6年～7 年） 

A. 49歳   B.50歳   C.51 歳   D.52 歳 

⑤ 米山梅吉氏が三井信託株式会社の社長になったある時から、ポケットマネーで、 

新入社員に入社祝いとして配っていた名刺入れ（特注）に印刷されていた言葉… 「Keep Your 

Name （ Clean ）」 意味は「名をこそ惜しめ」     

※ここまでの出題は「米山梅吉の一生」三戸岡道夫（栄光出版社）より 

 

 

 



 

ゲスト紹介  
 

原 幹朗 様  相模原橋本 RC 

 

り組まれた方なのだろうと思います。その大きな

一つが米山奨学会だということをお伝えさせて

頂きました。 

先般こちらに伺いまして、理事会でもご検討頂

いたクラウドファンディングの件で、小さいです

が共催のところに津久井中央クラブの名前も入

れさせて頂きました。 

本当は 9 月から実施するつもりだったのです

が、初めて行うことでしたので準備不足でできま

せんでした。そしてクラウドファンディングのタ

イトルが“相模原市緑区唯一の「神奈川モデル」

のコロナ重点医療機関を守れ”という長いタイト

ルになりました。 

神奈川モデルのコロナ重点医療機関というの

は緑区では協同病院だけです。そもそも神奈川モ

デルのコロナ重点医療機関というのは何かとい

うと、中等症の患者を集約する県独自の医療機関 

です。最初に感染拡大した時に、患者をみんなコ

ロナ指定病院に入院させましたが、それでは病床

が足りなくなります。そこで県は中等症患者を集

中的に受け入れる重点医療機関を設置し、無症

状、軽症者は自宅や宿泊施設で療養してもらうこ

とで、コロナ感染症の患者に対応できる病床を確

保する神奈川モデル構築し、実行しています。そ

の重点医療機関が相模原市内では 3 つあり、緑区

では協同病院、あとは国立相模原病院と北里大学

病院です。 

 協同病院の高野名誉院長と話をしましたが、高

野さん曰く、「非常に画期的なことで大変注目を

浴びています。取材の申し込みも結構ある」とい

うことでした。それだけに絶対成功させたいと思

っています。ポスターや垂れ幕、またのぼり旗も

500 本位用意します。次回またのぼり旗をお持ち

したいと思います。 

 募集期間は 11月 2日から 12月 25日までです。

2 ヶ月弱ですが、今有志の皆さん 20 名ほどです

が、成功させようと燃えています。 

最後に余談になりますが、毎週月曜日の夜 7 時

から橋本の HK ラウンジで打ち合わせ会をやっ

ています。関心のある方は来て頂ければ、やり取

りやご意見を言って頂く場が用意されています

ので、予告なしでも構いません。ぜひご参加頂け

ればと思います。 

 今、米山記念奨学会のお話がございましたが、 

昨年当クラブで米山月間の卓話を依頼した時に 

古澤丈作さんのお話がだいぶ長くありました。 

 古澤さんは昭和 27 年の東京ロータリークラ

ブ会長さんであります。その当時古澤さんが、

外国人留学生のために奨学金制設立を提唱し、

「米山基金」を作りました。ですから古澤さん

は米山記念奨学会の生みの親であるわけです。 

 古澤さんはそれ以外でも有名なロータリアン

でありまして、ロータリーの綱領と職業倫理訓

の神髄を表現した「大連宣言」を作られた方で

す。彼は戦前、大連ロータリークラブの会員で

ありました。 

 たまたま大連の事を調べていた時に、古澤さ

んというお嬢さんの名前が出てきまして、当時

フランスに留学されたりしているので、かなり

余裕のあるご家庭だということから、古澤さん

のお嬢さんじゃないかとピンときました。 

 古澤さんはなかなか味わいのある生き様をさ

れています。エピソードですが、東京ロータリ

ークラブで二つ提言をしましたが、二つともで

きませんでした。 

 一つは東京ロータリーの例会時間が一時間で

はなく、一時間半でもいいんじゃないかという

提案をしたが駄目だったという事で、もう一つ

は通常例会に家族を参加させたいという提案で

したが、それも駄目でした。 

 古澤さんという方は、色々新しい考え方で取

り 

 

 

原 幹朗様の話 



 

 

 

 

 

 
 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原橋本 RC 

 原 幹朗 様  先日は吉野さんに当クラブでポトマック河畔構想の卓話を頂きました。有難うご

ざいました。 おかげさまで相模原協同病院のクラウドファンディングを貴会の

お支えも得て、11 月からスタートする事となりました。本日リーフレットを持っ

て参りました。今後ともよろしくお願い致します。 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  原さん、ようこそおいで下さいました。昨日、富士吉田の金運神社に行って来ま

した。今後良い事がありますように頑張ります。 

小川洋一会員  原さん、ようこそ。来週はガバナー公式訪問です。皆さん宜しくお願い致します。 

池田豊文会員  原さん、ようこそお越し下さいました。いつもありがとうございます。今朝、電

子レンジが壊れました。トースターも虫の息です。今年の春には家内が「こたつ」

を捨てたそうです。なぜ私が責められなければいけないのでしょうか？スマイル

します。 

杉本信一会員  原様、ようこそ。昨日はゴルフでしたが、負けましたがスマイルします。 

所谷 弘会員  白内障手術をするべく紹介状を書いてもらい、北里大学病院に初診の予約を入れ

たら、混んでいるようで 2 ヶ月待ちの 12 月との事。手術はいつ出来るのだろう？

心配です。 

山﨑和彦会員  朝から南小学校 3 年生が店に社会見学にきました。たくさんの質問を受けました

が、適当にほどよく答えておきました。子供はほんとうにいいですね。今夜は久

しぶりに山咲です。たのしみます！ 

吉野賢治会員  原さん、ようこそいらっしゃいました。先日は橋本クラブで卓話させて戴きあり

がとうございました。おみやげも沢山いただき恐縮です。先日の地区大会参加の

会長、幹事、会長エレクトお疲れ様でした。反省会に呼ばれ、楽しい一時でした。 

小山里枝会員  きょうは夫の妹の娘…つまり姪がお母様のお昼を作って来て下さることになり、

私は余裕を持って出てくることができました。感謝の一言に尽きます。皆様、ク

イズにご協力をありがとうございました。 

八木 勉会員  ボールペンを忘れたので、スマイルをやめようかと思いましたが、ちゃんと置い

てあったので、スマイルします。 

本田泰章会員  今日は 3 度延期になっていた次女の保育園運動会でした。娘の成長を感じてきま

した。このままいけば立派な三代目となれそうです。 

西迫洋美会員  お客様いらっしゃいませ。昨夜は「慕情」1955 年代の映画を見ました。土曜日は

世界三大テノール・パヴァロッティの「太陽のテノール」を渋谷 BUNKAMURA

ル・シネマでみます。映画はアッというまに時間が過ぎますが、今の私の趣味の

一つです。 

山口八重子会員 今日は思いがけず良い天気でうれしいです。一週間は早いですね。私だけでしょ

うか、そう思うのは。今日もスマイル、スマイル。 

前沢弘之会員  会長、楽しい地区大会報告をありがとうございました。今日も遅刻寸前、このと

ころ、1 人でわさわさしていて、何だかお恥ずかしい限りです。 

森田正紀会員  原様、本日もようこそいらっしゃいました。朝夕めっきり寒くなりましたね。 

皆様、お身体に十分気をつけてください。 

高橋幸一会員  原様、ようこそお越し下さいました。皆様を代表して地区大会へ参加させて頂き

ました。我がクラブの佐藤さんの挨拶、素晴らしかったです。 

井上 旭会員  相模原橋本 RC 原さん、ようこそお越し下さいました。いつも高額なスマイルあ

りがとうございます。10 月も早いもので 22 日になり、朝晩はめっきり寒くなっ

てきました。こたつとストーブはすでに活躍しています。今年は外出が少ないの

で、寒さが手伝うと増々こたつ、ストーブが活躍しそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


