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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   海岸清掃雨の為  

ロータリー事務所にて例会 

 

例会予定 

10月 27日（木） 安増 米山カウンセラー 駐車場×  

11月 3日（祭） 休会 

11月 10日→12日/13日 親睦旅行 

11月 17日（木） 角田 成弘 R     駐車場○ 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 10月 16日 

 

■地区・第１G・行事予定 

10月 20日（木） 第一グループ会長幹事会 

10月 21日（金） 10月度 理事会 

10月 23日（日） 第 43回 RC第一 Gゴルフコンペ 

10月 30日（日） 社会福祉協議会主催 ゴルフ 

11月 5日（土） 地区社会奉仕セミナー 

11月 26日（土） 地区職業奉仕セミナー 

 

 ■ＩＡＣ例会  10月 27日（木） 16：30～ 

 

 本日のプログラム <第 1925回 例会> 

  クラブ協議会  鈴木クラブ奉仕委員長 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1923回 例会記録 ＜2016年 10月 6日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

ロータリー米山記念奨学会にちなんで（10月米山月間） 

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、東京ロータリークラブ

は、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援

する事業、所謂「米山募金」を設立する構想でした。 

そこには、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、

国際親善と世界平和に寄与したいという、当時のロー

タリアンたちの強い願いがあったのです。 

この事業は、わずか 5年の間に日本全国のロータリ

ークラブの共同事業へと発展し、1967年に、文部省

の認可を受け「（財）ロータリー米山記念奨学会」が設

立されました。 

50年以上の歴史を持つ RIから認証を受けた日本

のロータリー独自の奉仕活動です。現在も、「将来の

日本の生きる道は平和しかない。その平和日本を世

界に理解させるためには、アジアの国々から一人でも

多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で

感じてもらうしかない。それこそ、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だろうか」という

思いを込めて運営されています 

ロータリー米山記念奨学会は、全国のロータリアン

の寄付金を財源（普通寄付・特別寄付）に日本の大学、

大学院をはじめとする高等教育機関で学ぶ外国人留

学生に対して奨学金を支給しています。少し古い統

計ですが、年間の奨学生採用数はおよそ 800人、事

業費は 14.4億円（2008年度決算）と、国内では、民間

最大の奨学事業となっています。これまでに支援して

きた奨学生数は累計で、15,130人（2009年 4月現在）、

その出身国は、世界 116の国と地域に及んでおりま

す。  

さて、この米山梅吉という人物については、私も名

前は聞き及んでいましたが詳細は知らなかったので

調べてみました。 

米山梅吉は慶応４年、大和国高取藩士和田竹造の

三男として、同藩の江戸中屋敷で生まれました。父竹

造は梅吉が４歳のときに亡くなり母の郷里の三島に移

りました。母は伊豆三島神社の宮司の娘で、梅吉は

教育レベルの高い家庭環境で育てられ、１１歳のとき

に三島の旧家である米山家に養子になることが決め

られていました。梅吉は沼津中学校に進みましたが、

このままでは田舎の旧家を継がねばならず、地主とし

て一生を過ごす事を嫌がり家出同然に東京へ出まし

た。 

東京では食べていくために東京府の吏員になりま

した。その頃に、藤田四郎（後の農商務長官・貴族院

議員）と出会いました。明治２０年に米山家との関係を

修復し正式に米山家の養子となり、東京府の吏員を

辞めアメリカへ留学をし、明治２８年に帰国しました。 

帰国してから新聞社に職を求めましたが叶わず、

藤田四郎を頼ると、井上馨（長州藩出身の大物・藤田

の義父）を紹介され、その口利きで三井銀行に入社

が決まりました。明治３０年、梅吉２９歳のときでした。 

その後三井銀行の中で頭角を現し、明治４２年に

は常務取締役となり、大正１２年の辞任まで三井銀行

の経営に当たりました。翌年に三井信託銀行を設立し、

社長に就任、昭和９年までその職を全うし、昭和１２年

には私費を持って青山学院緑岡小学校（現 青山学

院初等部）を設立、昭和１３年には貴族院議員に選ば

れ昭和２１年４月２８日郷里の静岡県三島で７８歳の生

涯を閉じました。 

東京ロータリーの創立メンバーとしての梅吉は、銀

行員時代の大正７年１月、目賀田種太郎男爵を団長

とする財政調査団に加わって渡米。テキサス州ダラス

でダラスロータリークラブ会員の福島喜三次（日本人

初のロータリアン・ダラスにある三井物産の子会社の

東洋綿花の社長）に会い、初めてロータリー運動に接

し、大いに心を動かされる。 

帰国後、米山は２年余、ロータリー精神と組織の研

究に努め、大正９年１月には福島も帰国。在日米国人

実業家ウオルター＝ジョンストンの応援を得て準備作

業が進められ、同年１０月に初代会長に梅吉、幹事に

福島喜三次、理事に伊東米次郎、樺山愛輔、小野英

次郎ほか合計２４名で我が国最初のロータリークラブ

が設立されました。 



 

   広報・ＩＴ委員長  井手口 貞治 

インターネットを使ったサービ

スは、私たちの生活のあらゆる場

面に浸透しており、私たちはそ

の利便性を享受しています。し

かし同時に、インターネットには

様々な脅威も潜んでいます。 

 高度情報社会に生きる私たち

は、賢い消費者として、どのような脅威が存在するの

かという知識と、その脅威から身を守るための対策を

知り、より安全にインターネットを使いこなすことが必

要になってきています。 

 インターネットの利用に際して、適切な情報セキュリ

ティ対策をとらなかった場合、ウィルス感染や情報漏

洩などの被害に遭う可能性があります。又、ホームペ

ージを閲覧する場合の注意点として、ウィルス拡散の

為のサイトもあります。 

ウィルスは、電子メールやホームページ閲覧によっ

てコンピューターも侵入する特殊なプログラムです。

“Malicious Software（マリシャス ソフトウェアー）「悪

意のあるソフトウェアー」という呼び方もされています。 

ウィルスに感染しないようにするために基本的なセ

キュリティ対策は、ウィルス対策ソフトの導入とアップデ

ートが欠かせません。OS等インストールしているアプ

リも更新するようにしましょう。名前やパスワードを盗む

詐欺やワンクリック詐欺に遭ってしまったらフィルター

リングサービスなどを利用して、受信を止めるよう設定

をしておきましょう。 

 インターネットのショッピングサイトもとても便利なもの

ですが、申込時に氏名、住所、電話番号、クレジット

番号など様々な個人情報の入力が必要です。入力の

際には、入力用のフォームで SSL という暗号化を利用

したデーター送信が可能になっていることを確認しま

しょう。ショッピングサイトもたくさんありますが、“アマゾ

ン”、“ヤフオク”、“楽天”など大手の会社が比較的安

心して利用できると思います。 

  ウィルスに感染してどうしたら良いかわからなくなっ

た場合は、警察や総務省電気通信消費者相談センタ

ーに相談するとよいでしょう。 

幹事報告    高城 直紀 

・親睦活動委員会の炉辺会合が 10月 19日、三原文

化会館で開催されます。 

・会員推薦 5名の方が上がっています。宮崎さん・松

本さん・結城さん・生田さん・中川さん ロータリー事

務所に掲示していますので、意義申し立てのある

方は 1週間以内にご連絡をください。 

委員会報告  

社会奉仕委員長  長江 三郎 

 10月 16日白石海岸清掃。雨天の中止の時のみ 14

日金曜日までに連絡をいたします。 

新世代奉仕委員長  高橋 功吉 

 10月 13日木曜日 IAC例会が 16:30から苅田工業

高校で開催されますので参加よろしくお願いします。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 32名  10月 6日出席者 26名 修正出席率 81％ 

        10月 16日 出席者 23名 出席率 72％ 

メークアップ  10月 13日 IAC  

松田 R・壁屋 R・屏 R・高橋Ｒ 

 

＜第 1924回 例会記録 ＜2016年 10月 16日＞ 

海岸清掃 雨の為 ロータリー事務所で例会 

16日は、夕方から雨が降る予報だったので、白石

海岸清掃を予定していましたが、前日、朝から雨の予

報となりましたので急遽、本日（天気：雨）ロータリー事

務所にて 9:00から例会を開催することになりました。

今年度の社会奉仕委員会の海岸清掃は中止です。 

会員推薦に関して意義申し立てがありませんで

したので、推薦者の方々、入会に向けてよろしくお

願いします。また、古谷さんと岡村さんの推薦が上

がってきています。ロータリー事務所に掲示してい

ますので、意義申し立てのある方は 1週間以内にご

連絡をください。 

 会員証を配っています。変

更や誤字がありましたら事務局

に連絡下さい。 



 
   ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  明日からまた鈴鹿で修行です(^^)// 

丸山 謙一  誕生祝い有難うございました。 

高城 雅春  お誕生祝い ありがとうございました。 

角田 成弘  長期欠席のおわび！ 

壁屋 好惠  井手口さんウィルス対策参考になりました。      10月 お誕生日おめでとうございます！ 

井手口貞治  卓話の時間を有難うございます。             

竹部 武男  高城幹事にお客様を紹介していただきました。有難うございます。 

鈴木 公利  角田会員お帰りなさい。義母も先週緊急入院しましたが、無事に退院しました。 

理事会  理事会のおつりをニコニコします。（高城直紀） 

 

集計 27,000円       累計 252,000円   

        

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

 4）みんなのためになるかどうか  

 

近隣クラブ例会変更 

 

行 橋 みやこＲＣ  10月 26日→移動例会職場訪問 

≪(有)松木果樹園≫  

             11月 23日→休会             

行 橋 Ｒ Ｃ  11月 8日→休会 

             11月 29日→夜間例会 

「ロータリー情報アワー」 

豊   前  Ｒ Ｃ  10月 ⇒例会変更なし 

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラ 

 

 

 

 

              

              親睦活動委員長  丸山 謙一 

  旅行先 熊本・大分 

  日 時 平成 28年 11月 12日/13日  

  宿泊先 別府湾ロイヤルホテル 

      TEL  0977-72-9800 

〒879-1508 

大分県速見郡日出町大字平道字入江 1825 

  11月 12日（土） 

苅田役場 → 熊本城外観見学 →阿蘇高森田楽保存会 

8：30    10：30～11：00    12：30～13：30（昼食） 

 →岡城址（阿蘇神社）→別府湾ロイヤルホテル 

    14：30～15：00    17：00 

 

11月 13日（日） 

 

 ホテル →国宝・富貴寺 → 真木大堂 →熊野摩崖仏 →  

 

  8：30   9：00～9：30   9：35～10：00  10：05～11：00 

 

→山田屋 → 臼杵城址 → 国宝・臼杵石 → 苅田役場 

   （昼食） 

12；30～13：30 13：40～14：20 15：00～16：00  18：00 

  

 


