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第1654回例会
2021年10月7日

司会：会場運営委員会／株竹 眞次
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経済と地域社会の発展月間／米山月間⑴
本日のビジターゲスト

米山記念奨学生

張

政様
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会長 加藤 盛也
◆開会点鐘
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宮本 正行
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
◆幹事報告
敏
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◆ビジターゲスト挨拶
株式会社 共 同 永島つる子 様
◆ロータリー情報
オリエンテーション・教育委員会 浜野 隆浩
◆「クラブ創立35周年記念事業」について
創立35周年記念実行委員会 栗田 晴巳
社会奉仕委員会 畔上 順平
◆スマイル報告
出席委員会 島根 常二
◆出席報告
会長 加藤 盛也
◆閉会点鐘

株式会社

会長挨拶

共同

永島つる子 様
会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。本日は、７月29日以来の例会
場での例会開催となりました。引き続きハイブリッド
例会となっていますが、例会場でご参加いただいた会
員の皆様、Zoomでご参加いただいた会員の皆様あり
がとうございます。
さて、本日は、
「バビロン大富豪の教え」について
お話をさせていただきます。歴史を知ると分かるので
すが、実は滅びの教えなのです。バビロンは、繫栄し
たものの高慢になり天を目指ざすバベルの塔を建て滅
びました。バビロンの大富豪の教えは、
「最初に収入
の１割を自分のために貯蓄する」から始まります。と
ころが、聖書の教えは「最初に収入の１割を寄付する」
です。全ての富は天から預かったものという考え方か
らです。収入の最初の１割をどうするかがバビロン大
富豪の教えと聖書の教えでは全く逆になっています。
人成功で一番大事なことは動機です。動機が、自分が
お金持ちになりたいという「自己中心」か「愛」かで、

全く違ってくるのです。実際に投資で莫大な資産を築
いた大成者の秘訣は「利益の50％を寄付する」でした。
「与える者は与えられる」「天の祝福が人を富ます」と
いう原則です。
自己中心は一時的に成功したように見えても高慢に
なり、世界で一番高い塔や建物を建てることを目指し、

幹事報告

幹事

隅田

敏

①本日（10/7）
、第４回理事会が開催されました。
・10月のプログラム変更及び11月のプログラムが承
認されました。
・８月に起きた長崎・佐賀豪雨災害にかかる義援金

最終的に繁栄が終わります。その最初の棟が「バベル

として会員一人当たり500円を一般会計から地区

の塔」でした。歴史は繰り返されて、地上828ｍの世

に送金することが決まりました。

界一高い建物としてドバイにブルジェ・ハリファが建

②世界ポリオデー・ウォークラリーのご案内

築されました。その後2009年にアラブ首長国連邦の政

10月24日、日曜日の世界ポリオデーに合わせて、ポ

府系持ち株会社の債務返済繰り延べに端を発したドバ

リオ根絶ウォークラリーがイベントとして開催され

イショックといわれる世界的に株式相場が急落した現

ます。具体的には、丸の内仲通りを東京駅側から有

象が起こり、不動産バブルが崩壊しました。実は、こ

楽町駅前広場まで、
「END POLIO NOW」とプリン

の建物が建てられたドバイの地は、昔バベルの塔が建

トされた赤いTシャツとマスクを身につけてゆっく

てられた地域だったのです。

り歩きます。事前に人数を把握させて頂きたいので、

現在中国では不動産会社大手の恒大集団の債務返済
繰り延べ問題が発生し、世界の株式相場に影響を与え
ています。恒大集団債務は総額33兆円にもなるという

参加される方は、10月14日までに事務局山崎様まで
ご連絡頂けますようお願い致します。
③次回例会のご案内

ことです。そして、中国の上海には、世界で３番目に

10月14日木曜日午後12時30分より例会場において、

高い632ｍの上海タワーがあります。みなさんお気付

ハイブリッドの形式で開催されます。主なプログラ

きでしょうか。世界で２番目に高い建物は634mの東

ムとしては、会社創立祝卓話２名の会員（畔上さん、

京スカイツリーとなります。バビロンの大富豪の教え

佐久間さん）にスピーチして頂く予定です。楽しみ

は「長年語り継がれてきた教え」と思われがちですが、

にしていてください！

バベルの塔の崩壊の大惨事を繰り返さないための警告
なのかもしれません。話が飛びますが、今年度ＲＩ会
長のシャカール・メータさんが所信表明で語りかけた
「奉仕とは、自分がこの地上に占める空間に対して支

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

払う家賃である」「模範的な賃借人でありたいと思っ

今

回

48,500円

ています」という気持ちを持つことが大きな災いを起

累

計

226,100円

こさず、幸福な人生を送るために必要なことなのかと
考えました。今月は、経済と地域社会の発展月間／米
山月間となります。
本日の挨拶の内容が繋がっているかは微妙ですが、
第一例会にあたり以前目にした記事を引用した話をさ
せていただきました。

次の例会の案内
第1655回 10月14日

会社創立祝卓話

常二

越谷東ロータリークラブ創立35周年記念事業

「第20回越谷市高校野球大会」について

創立35周年記念実行委員会
実行委員長

コロナ感染での緊急事態が９月末で解除され、高

栗田

晴巳

子園野球と同じ外野からマウンドに向けて選手行進

野連様のご許可も頂戴し、無事、「第20回越谷市高

です。式典後に叡明高校吹奏楽部さんの演奏披露と、

校野球大会」が開催出来る運びになりました。

法政大学応援部さんによる演舞とチアリーダーの演

10月31日㈰午前８時30分より開会式と記念イベン
トの開催。その後第一試合を開催します。第二日目
は11月３日、準決勝が６日、決勝と閉会式が７日で、

技披露です。是非楽しみにしていてください。午前
10時半頃に例会を致します。
コロナ感染防止対策と記念大会の関係で会員皆さ

エキシビジョンの花咲徳栄高校と優勝校との親善試

んのご協力を切にお願い致します。詳細について畔

合が13日に予定されています。

上委員長より、補足と大会に向ける思いを会田副実

開会式は叡明高校吹奏楽部さんの演奏により、甲

行委員長より申し上げます。

創立35周年記念実行委員会
副実行委員長

会田

皓章

10月31日開会式が行われます越谷市高校野球大会

年に成長していると思います。その青年たちが「ロー

も第１回大会開催から早20年の時間が流れました。

タリーの大会に出たよね。ロータリーは青少年や地

最初は高校生諸君に活躍の場を提供出来れば喜んで

域社会に寄与する団体なんだ。」と思い出してもら

もらえるだろうと取り組んできましたが、その間

い一人でもロータリアンになってもらえれば本望で

様々なドラマを野球を通して高校生から見せてもら

はありませんか。今大会は記念大会として色々企画

い、我々は逆に学ばせてもらいました。場を提供で

しております。全東クラブとして大会運営に臨んで

きればという上から目線の見方に己の驕りに気づか

いただければ幸いと考えております。皆様ご協力を

されました。１回大会に出た高校生は現在37歳の青

お願い致します。

社会奉仕委員会

コロナ禍での開催に十分配慮しながら開催準備を
進めておりますが、記念大会ということで多くの会

畔上

順平

員の皆さんのサポートが必要です。ご協力よろしく
お願いします。

ロータリー情報
米山記念奨学会の誕生と米山梅吉

オリエンテーション・教育委員会

浜野

隆浩

米山記念奨学会の設立には9万人のロータリアンが
支援

晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハン
セン病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの
創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して
発足しました。1952年に東京ロータリー ･クラブで

医療事業に奉仕しました。また、子どもの教育のた
めに、はる 夫人と共に私財を投じて小学校を創立

始められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共
同事業に発展し、1967年、文部省（現在の文部科学
省）の許可を得て、財団法人ロータリー米山記念奨
学会となりました。

しました。
”何事も人々からしてほしいと望むこと
は人々にもその通りせよ”これは米山梅吉氏の願い
でもあり、ご自身の 生涯そのものでした。
”他人へ
の思いやりと助け合い”の精神を身もって行いつつ、
そのことについて多くを語らなかった陰徳の人でし
た。

奉仕の人「米山梅吉」
米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏
（1868－1946）は、幼少にして父と死別し、母の手
一つで育てられました。16歳の時、静岡県長泉町か
ら上京し、働きながら勉学に励みました。20歳で米
国へ渡り、ベルモント・アカデミー（カリフォルニ
ア州）ウエスレヤン大学（オハイオ州）シラキュー
ス大学（ニューヨーク州）で８年間の苦学の留学生
活を送りました。
帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが、
友人の薦めで三井銀行に入社し常務取締役となり、
その後、三井信託株式会社を創立し取締役社長に就
任しま した。信託業法が制定されると逸早く信託
会社を設立して、新分野を開拓し、その目的を”社
会への貢献”とするなど、今日でいう社会貢献活動
の基盤を作りました。
渋沢栄一氏との関係
米山梅吉の生涯を辿ると、経済界での活躍やその
後の社会貢献の姿勢から、新１万円札の人物に選ば
れた渋沢栄一（1840年〜1931年：享年92歳）が思い
浮かびます。渋沢栄一、米山梅吉ともに明治の元勲
井上馨と繋がりがあり、三井系の経済人として成功
を収め晩年は社会貢献に努めています。経済人とし
ては渋沢栄一の方がスケールが大きく「日本資本主
義の父」と呼ばれていますが、あまりに経済的力量
が大きく独力で多岐にわたる社会貢献が可能であっ
たようです。一方米山梅吉は、28歳年上の渋沢栄一
の背中を見ながら同様の社会的思想を涵養したと予
想され、運よく米国にてロータリークラブと邂逅し
その思いを現実化できたのではないでしょうか。
1920年（米山梅吉52歳）に日本最初のロータリーク
ラブが設立されました。

世界の平和を願って ―なぜ留学生支援なのか―
「今後、日本の生きる道は平和しかない。それを
アジアに、そして世界に理解してもらうためには、
一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日
本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、
日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業で
はないか」――。
事業創設の背景には、当時のロータリアンのこの
ような思いがありました。
それから60年余の歳月が流れましたが、”民間外
交として世界に平和の種子を蒔く”という米山奨学
事業の使命は一貫して変わっていません。
むしろ、今日の世界情勢と日本の置かれている状
況を考えるとき、その使命はますます重要性を増し
ているのではないでしょうか。留学生への支援は、
未来に向かって平和の懸け橋をかける尊い奉仕なの
です。以上が米山記念奨学会の誕生と米山梅吉氏で
あります。
横組みの22ページ学友、ガバナーになる
中曽根牧子氏は第5280地区のガバナーノミニーに
選出されました。中曽根さんは1882年に甲府ＲＣの
スポンサーによりロータリー財団国際親善奨学生と
して西ドイツのフライブルク大学に留学しました。
2004年にアメリカのグレデールＲＣに入会して2023
〜24年度には第５２８０地区のガバナーになります。
縦組みの９ページ
この人を訪ねて、前橋ＲＣの遠山昌子さんが紹介
されています。遠山さんはカリカリ梅で有名な赤城
フーズ６代目の社長であります。しかも元宝ジェン
ヌで梅ジェンヌと言われています。

お め で と う

10月
誕生日

阿部朋博会員

野寄新吾会員

〈欠席会員〉清村忠雄会員・田中基章会員

結婚
記念日

皆川健三会員

大野祐肇会員

大野豊次会員

〈欠席会員〉
平林照雅会員・村木龍男会員

岡崎愛子会員

秋山

坦会員

（加藤盛也会長）

久しぶりの例会場での風景

中村

猛会員

株竹眞次会員

石渡

毅会員

ビジターゲスト挨拶

米山記念奨学生

ご無沙汰しております。米山奨学生の張政でござ

張

政様

獨協大学RAC10月のご案内：

います。ようやく再び対面で皆さんとお会いでき、
誠に嬉しく思います。
皆さんご存じでしょうか。10月11日は「国際ガー
ルズデー」となっています。2021年はまだわずかな
10回目ですが、「THINK FOR GIRLS ～女の子たち
が再び夢を描ける世界へ」が今年のテーマとなって
いますね。世界中の女の子が遭っている「ジェンダー
による暴力」
、
「早すぎる結婚」、「人身取引」、様々
な課題を直面し、
「当たり前」の人生を送れるように、
男女関係なく、力を合わせる必要があると心から思
います。
何すればいいんだ？と悩むかもしれません。政
ちゃんから一つの提案を提供させていただきます。
娘に「怯えるな」の一言、妻に「ありがとう」の一
言、母に「愛している」の一言。日本は特に男女差
別問題が厳しい国の一つでございます。男性の皆さ
んは自分を支えてくれている女性の行為を「当たり
前」だと思い込まないように日々心掛けましょう。
女性の皆さんは、一束のお花を自分にプレゼントし
ませんか。一日だけ、「妻」、「母」、「キャリアウー
マン」などのタグを卸し、
「自分」と向き合いましょ
う。まず自分が自分のことをいとおしむことが大事

興味のある方は是非ラインでご連絡ください！
！

だと思います。

zoomのリンクを送ります！
！

株式会社

共同

永島つる子 様

このたび、初めてロータリー会合に参加させてい

思っております。私は、小さな運送会社を経営して

ただき、会員様たちの前向きに社会貢献に対し意欲

おり、世の為に少しでもお手伝いできたらと考えて

的な姿勢に感銘を受けました。是非入会したいと

おります。よろしくお願いいたします。

