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在の奨学生数を維持できる財源としては、年間14
億5,000万円が必要となります。
米山への寄付は、「普通寄付金」と「特別寄付
金」の２種類があります。「普通寄付金」は半期
に一度、各クラブで会員数分ご送金いただく寄付
です。「特別寄付金」は任意でいただくご寄付で、
個人寄付、法人寄付、クラブ寄付の３種類があり
ます。累計額に応じた表彰制度があります。
米山奨学会というのは、正
式には「財団法人ロータリー
米山記念奨学会」と言います。
日本に留学している外国人留
学生に対し、日本全国のロー
タリアンの寄付金を財源として、奨学金を支給し
て支援する民間の奨学団体です。
1952年、日本で最初に設立された東京ロータリ
ークラブが日本のロータリーの創始者、米山梅吉
氏の功績を記念して始めた国際奨学事業が、日本
国内の全ロータリー地区の合同事業に発展したも
のです。

（財）ロータリー米山記念奨学会は、「特定公益
増進法人」として認定されているため、当会に対
する特別寄付金は、所得税、法人税の税制優遇が
受けられます。また相続税も非課税となります。
各地区あたり奨学生を何人採用できるかは、概ね
地区の寄付額の全国比によって決定されます。
表彰制度は、2003年度より10万円を第１回米山
功労者とする制度の改定されました。また、累計
３万円で準米山功労者も復活されました。このよ
うに非常に有益な米山奨学制度に何卒ご理解をい
ただき、ご寄付いただければ幸いです。よろしく、
お願いいたします。

1967年７月１日、当時の文部省の許可を得て、
財団法人となりました。それから43年が経ったこ
とになります。ただし、「米山記念」と米山梅吉
氏の名前を冠していますが、米山家の資産をもと
に作られた財団ではありません。
年間の奨学生採用数は約800人で、これまでに
支援してきた奨学生は、累計15,776名（119カ国）
、
国内では最大の民間奨学事業だということです。
2009年度の決算収支は、寄付金収入が13億
2,600万円でした。前年比で１億6,700万円の減と
なっています。また、利子収入は9,300万円あり
ます。財団の基本財産は50億円、特別積立財産は
28億円、流動資産３億円、資産総額は81億円とな
っています。特別積立財産は奨学金の２年間分を
万一の場合に留保しておくものです。基本財産50
億円は全額利付き国債、特別積立財産は国債と社
債です。
800名の奨学金は、12億5,600万円、その他事業
費が２億200万円、管理費が6,045万円。管理費の
うち給与が事務局長以下９名と派遣社員やアルバ
イト平均2.5名で、給与総額は5,600万円です。こ
れは、利子収入でまかなえています。ご寄付いた
だいたお金は、管理費等に食われることが少なく、
奨学生へ支給できています。

今日は「何の日」ですか。「リサイクルの日」
です。10が一回り、20が二回りということの語呂
合わせで、日本リサイクルネットワーク会議が
1990（平成２）年に制定しました。通商産業省
（現経済産業省）ほか８省庁が10月を「リサイク
ル推進月間」と定めています。
ロータリークラブにおける環境関連の実施状況
をロータリーの友から拾ってみました。期間はウ
ィルフリッドＪ.ウィルキンソン年度からレイ･クリ
ンギンスミス年度の3年間と3ヶ月で、ロータリー
アットワークを中心に215件掲載されておりました。
その中で多い項目は植樹と清掃がともに57件、3
番目が講演会･啓発活動･フォーラムでありました。
掲載件数は、毎年増加傾向にあります。環境問題
に関する関心が高まってきた証拠と考えられます。
詳細は別表の通りであります。

奨学金の額は、学部課程で月額10万円、修士、
博士課程で月額14万円となっています。外国人留
学生としては、勉学に専念できるための支援とし
ては大変大きなものでしょう。また、800名の現
− ２ −

しゃっています。

松戸商工会議所の会頭に杉
浦裕会員が内定したそうで
す。おめでとうございます。
松戸の商工業の活性化をお願
いします。時代背景もあるの
でしょうが、東京の下町はス
カイ・ツリーによる町興し等が成功して活況だそ
うです。杉浦会員には大風呂敷をひろげてほしい
ものです。商工会議所には松戸ロータリークラブ
の会員がたくさん連なっています。元気にバック
アップする杉浦応援団も大勢います。商工会議所
にくわしくはありませんが、個人的に商業ではマ
ツモトキヨシ。工業ではマブチモーターをなんら
かの形で引きずり込むべきと感じています。
そして、本日より、社会奉仕委員会と新世代の
ための委員会と会長名と連名の音楽支援･寄付奉加
帳を廻させて頂きます。即納してくださる方は川
並委員長に。次週以降は岡室さんにお願いします。
先週15日(金)には、第12分区のロータリー情報
研究会が地区の主催で開催されました。主催者は
、屋亮平会員でした。同じ
地区職業奉仕委員長の土
く地区職業奉仕委員として、中山政明会員が雛壇
にいらっしゃいました。テーマは、「私たちは何
故週一度ロータリーに集うのか。」地区職業奉仕
委員会のクラブ研修委員会の松戸東ロータリーク
ラブ・安蒜俊雄さんの卓話から始まり、バズセッ
ションにはいりました。テーブルマスターの役割
を演じた会員もいました。他のクラブの方たちと
の白熱した討議。松戸ロータリークラブの発表者
は下田由起男会員、澤田正宏会員、小川一会員で
した。それぞれに色々な気づきや感じたられたも
のが多かったと思われます。最後の総評は土、屋会
員がされました。シーンとした空気が漂い、聞き
手の真剣にロータリーの何かを掴もうとする雰囲
気を感じました。
土、屋会員の執務室に 桑 土 綢 繆 （そう ど ちょ
う びゅう）という佐藤千寿パストカバナーが書
かれた額が掲げてあります。意味は、風雨の来る
前に、鳥が桑の根を取って巣の穴を塞ぎ、風雨を
防ぐ。災難を、その来る前に防ぐことの喩えだそ
うです。土、屋会員は日頃、R Iの暴走やロータリ
ーの将来について憂いていらっしゃいます。誇り
と自信をロータリーにとり戻せ。 誇りと自信 の
裏返しには、 責任や知識 が必要。ロータリアン
というはしっかりしているべきなのです。とおっ

本日の卓話は、「米山記念奨学会について」島
村俊充会員であります。米山記念奨学会は東京ロ
ータリークラブの提唱した、米山梅吉の名前を冠
した国内最大の奨学基金です。カウンセラー制度
など、日本が大好きな外国人の育成に意味があり
ます。尖閣列島の件で、中国では反日デモが行わ
れていますが、好日な米山学友が必ずいるのだと
信じています。
私が島村会員を最初に目撃したのは、小学生の
低学年。 ALLWAYS三丁目の夕日 の時代でし
た。島村さんは開成中学か高校生で、黒ボタンの
詰襟学生服姿で凛としていました。当時、電々公
社横の原っぱあたりで、「あれが与一漬の倅さん
だよ。」なとど囁かれたのだと思います。
その後、島村さんが中部小学校PTA会長、副会
長には松戸中央ロータリークラブの藤井則明さ
ん。私は幹事になりました。松戸市が商工会議所
の超高層ビルを中部小学校・校庭に立て替える案
を打ち出してきました。教育現場に混乱を来たす
と憂いて、大勢の父兄を巻き込み、松戸市に対し
て反対闘争を一緒に戦いました。その時の島村さ
んには、「胸に前垂れをつけるも、心には兜をつ
けるべし。」という言葉を感じました。更に時を
経てから、ある団体のOB会の島村会長のもとで、
私は副幹事長として台湾に同行したことがありま
す。何かと考えが深く、落としどころをわきまえ
ている島村会長に心酔したものです。ところが、
帰国直前、先方主催の「圓山飯店・さよならパー
ティ」で、オッチョコチョイで、お調子者の私が
誰はどこに座ってください、などと着席を仕切っ
てしまいました。成田空港に着いてから、「先方
の面子を考えなくちゃ駄目だよ。」と、きつく、
優しく、しかられました。今では島村さんの優し
い奥様共々、お付合いして下さっていることに心
より感謝しています。
会員と織田信幸会員がシンガポールロ
ータリークラブにてメーキャップされたそうで
す。創立1930年の歴史あるクラブで会員数170名
だそうです。先程、写真を見せて貰いましたが、
とても綺麗な町だなと思いました。
終了点鐘の前後で
先週、ロータリーというのは、 友達という貯金
ができる、という話をさせて頂きましたが、先程、
私の貯金であるところの友達の小林孝数会員よ
り、２つのコピーを頂きました。ひとつはゴルフ
トーナメントの舞台裏・戸張捷であります。そし
てもうひとつは終戦日・昭和20年8月15日の昭和
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天皇による玉音放送の原文です。「朕……」とい
う解説付きです。時間が余っても楽しい松戸ロー
タリークラブでした。
チンと点鐘した後、森田力会員、常盤映彦会員
たちが 玉音放送のそれ 欲しいよ、と会長席に詰
め寄られました。結論として、川並芳純会員が50
部を印刷してくれることとなりました。どれもこ
れも感謝。

10月24日 、社会奉仕活動の一環として、「秋
の市内一斉清掃」に参加してまいりました。参加
された皆様、大変お疲れ様でした。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
特にございません。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
① 2010-2011年度 地区大会
［開 催 日］2010年11月6日

・7日

［会
場］犬吠埼京成ホテル
（11月6日） 千葉県銚子市犬吠埼9575番地
TEL 0479-22-8111

会員53名
出席43名
仮欠10名

［会
場］銚子市青少年文化会館
（11月7日） 千葉県銚子市前宿町1046番地
TEL 0479-22-3315
［記念講演］1996〜97年度 第2680地区ガバナー
（11月7日）
田中 毅（たなか たけし）氏
［アトラクション］
Ｊ ソロイスツ
ムジカ・トウキョウ・サロン・オーケストラ
※出席される方、よろしくお願い致します。
３．他クラブ会報・その他
特にございません。
例会変更の連絡
柏中央ＲＣ
・11月３日 の例会は祝日のため休会
・11月10日 の例会は地区大会に振替
市川東ＲＣ
・11月２日 の例会は地区大会に振替
・11月23日 の例会は祝日のため休会
・11月30日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 ジェイホテル

鎌倉
浅井

土、屋
小串
中山
常盤
織田
織田
小川

情報研究会
情報研究会
情報研究会
宇都宮南ＲＣ
鎌ケ谷ＲＣ
シンガポールＲＣ
情報研究会
シンガポールＲＣ
情報研究会
情報研究会
情報研究会

亮平君
安正君
政明君
映彦君
信幸君
信幸君
一君

康裕君
利明君

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

田中 忠行君
中田智次郎君
飛田
勤君

澤田 正宏君
土、肥伸一郎君
鈴木 昌広君

４

義務会員44名
義務会員37名
義務会員 7名

島村
三国

善行君
大吾君

10月15日
10月15日
10月15日
10月６日
９月30日
10月13日
10月15日
10月13日
10月15日
10月15日
10月15日

本日出席率
86.0％
先々週出席率修正 77.55％→89.80％

橋口和幸君／所用の為早退させて頂きます。

５．その他報告
特にございません。

ニコニコBOX

当日￥ 1,000 累計￥389,000

財

当日￥ 4,039 累計￥ 61,437

団BOX

文責／太田原
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