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第１４７８回例会

大層気に入られて養子になりま
す。そして英語、数学、造船、航
海術などの教育を受けました。学
校を首席で卒業してから捕鯨船の
副船長になり、4 年後に日本へ。帰
国後は土佐藩で後藤象二郎や岩崎
弥太郎らに英語などの学問を教
え、江戸幕府の通訳をして日米和
親条約や日米通商条約の批准に協
力しました。咸臨丸で勝海舟や福
沢諭吉などと再度渡米し、帰国後
は開成学校（後の東京大学）の教
授を務め、71 歳で亡くなりました。
明治維新前後の日本に側面から大
ゲスト
きな貢献をしています。
地区米山記念奨学委員会
一漁師から大きく成長する中濱
小澤 邦比呂様（パワー浜松 RC） 万次郎を支えたのは、その捕鯨船
の船長ですが、教育の力の偉大さ
会長挨拶
を感じます。この船長に出会わな
ければ、その後の彼はなかったこ
とでしょう。
米山奨学会の海外からの留学生
やＲ財団で海外へ派遣される奨学
生は時代こそ異なりますが、この
中濱万次郎が感じたような経験を
日本や外国でしていることと思い
ます。帰国後、自分の夢に向かっ
１月 14 日は成人の日でした。若 て大きく羽ばたき、成長すること
い人を見ると、本当にエネルギー を祈りたいものです。
を感じます。これからの日本を担
本日はパワー浜松 RC の小沢邦
って大いに活躍される事を願って 比呂様に卓話をして頂きます。本
います。
来ならば担当委員長の長坂さんに
さて、ジョン万次郎として知ら 御紹介を頂くのですが、長坂さん
れている中濱万次郎は 1827 年土 はインフルエンザで欠席です。小
佐で生まれました。9 歳で父親を亡 沢様宜しくお願い申し上げます。
くし、貧しさ故に殆ど読み書きが
次々年度の会長として決まって
出来ず、漁師をしていました。14 いた山口会員ですが、先月手術を
歳の時、シケで仲間 5 人と一緒に され、その後体調の回復が十分で
鳥島に流されます。5 ヶ月後、米国 ないということで就任を辞退され
の捕鯨船に救助され、その船長に
ました。代わりの会長候補につい
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭 秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
フィン ファム クァン アンさん
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てはパスト会長会、理事会で検討し
ます。来週は臨時総会を予定してお
りますので、ご出席を宜しくお願い
します。
また、川合幹事は昨日無事に退院
し、来週から例会に出席します。
幹事報告

渥美専治 副幹事
・レターケースに会費請求書が入っ
ています。お持ち帰り下さい。
お祝い
≪会員誕生日≫
中村 智次さん
加藤 晃子さん
峰野 好正さん
鬼頭 秀行さん
辻 祥治さん
半塲 幸治さん
鷹尾 政夫さん
石垣 清さん
木村嘉代子さん

８日
１０日
１３日
１５日
１６日
２１日
２３日
２７日 古希
２９日

もらい、交流することを大切にして
います。外国人を対象とする民間の
ロータリー米山記念奨学事業」
ロータリー米山記念奨学事業」
奨学金では国内最大規模です。
2018 年度は 852 名が採用されてい
ます。奨学生は累計では中国、韓国、
ゲスト紹介：竹内公一さん
松川電気㈱代表取締役。2012-13 台湾が多いのですが、最近ではベト
年 度 パ ワ ー 浜 松 RC 会 長 。 ナムの奨学生が急増しています。
奨学生の OB 組織は日本の全地
2014-15 年度 地区米山記念奨学
≪配偶者誕生日祝い≫
委員会委員長。2016 年度から地区 区に合計 33、海外に 9 つあります。
半塲美津子様
１日
米山記念奨学生選考委員を務める。 この事業の使命は将来日本と世界
杉浦 惠子様
３日
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
を結ぶ架け橋となって国際社会で
金子 葉子様
８日
小澤 邦比呂様
活躍し、ロータリー運動のよき理解
御室 澄子様 １２日
者となる人材を育成することです。
川井久美子様 １６日
ロータリーの目指す国際理解と平
木村 宏様
２８日
和の推進そのものです。
海外の学友会の活動は小学校へ
の支援、日本語を学ぶ人への支援、
その国で学ぶ日本人への奨学金支
援などです。
「知恩報恩」という言葉がありま
ロータリーは現在日本に 2268 ク す。米山奨学生はロータリアンの皆
ラブ、約９万人がいます。
様から戴いたご恩を忘れることは
米山記念奨学制度は大学に在籍 ありません。学友会は単なる親睦会
≪結婚記念日≫
する外国人留学生に奨学金を出し、 ではなく、ロータリーとの繋がりを
佐々木雄二さん
1日
ロータリーの目指す国際理解と親 維持し、それぞれが工夫しながら活
山本遼太郎さん
１日
善に寄与することを目的としてい 動をしていて、最近は近隣の学友会
ます。日本独自の外国人留学生支援 が一緒に活動することもあります。
で年齢は 45 歳未満の大学生です。
国籍や世代を超えて私たちは手
米山梅吉記念館は梅吉の遺徳を を握り合うことができます。世界平
偲び、偉業を継承するために開館さ 和を実現するには人と人が結びつ
れました。米山梅吉は 1920 年東京 くことです。一人ひとりと絆をつな
RC を設立しましたが、当時は会員 ぐ活動をロータリアンは 60 年以上
の意識も低かったようです。しかし 続けてきました。そしてその成果は
関東大震災を機に奉仕活動をする 確実に出ており、今を生きるロータ
スマイル
ようになりました。1946 年米山梅 リアンの誇りです。先人達がつない
吉は亡くなりました。1949 年、戦 できた米山の襷を次の世代につな
♪小澤邦比呂様
争のため解散を余儀なくされた日 いでいきましょう。
本日は米山奨学事業の卓話の機
本のロータリーが国際ロータリー
会を頂き誠にありがとうございま
への復帰を果たします。戦後の落ち
す。今後とも宜しくお願いします。
≪出席報告≫
着きを取り戻すにつれ、梅吉翁の功
♪鬼頭秀行さん
後藤
文彦 出席委員
績を永遠に偲ぶことができるよう
夜間の冷え込みがひどくなって
な有益な事業をやろうと 1952 年東
きました。インフルエンザが正月
会員数
５０名
京 RC が米山基金の構想を発表し
明けより流行しています。体調管
出席者数
２８名
ます。アジアから優秀な学生を招
理にはお気を付け下さい。
出席算定会員数
４６名
き、学費を援助し平和な日本を肌で
♪佐々木雄二さん
出席率
６０.８６％
感じてもらおうというものです。
久しぶりの例会です。先日中学
1954 年、タイから第 1 号の留学生
生の息子のバスケット部が県大会
12 月 7 日
出席者 ４６名
が来ました。この米山基金はわずか
で優勝しました。この夏には全国
同日出席率
１００％
5 年で日本全国の共同事業となり、
大会を控えており、練習試合など
1967 年には財団法人が設立されま
に帯同し一緒に活動しています。
12 月 14 日
出席者 ３６名
した。
メーキャップはバッチリです。
同日出席率
７８．２６％
財源はすべて会員の皆様のご寄
♪石垣清さん
付です。最大の特徴は世話クラブ、
先日の母の葬儀にはお忙しいと
12 月 23 日
出席者 ４３名
カウンセラー制度です。米山奨学生
ころご参列頂き、また霊前にお心
同日出席率
８９．５８％
にロータリー活動に共に参加して
遣いをありがとうございました。
卓話「世界をつなぐ

