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「出席報告」
（本日）10 月 4 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

10 名

55.56％

4名

14 名

修正出席率

77.78％

（前々回）9 月 13 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

9名

50.00％

6名

15 名

修正出席率

83.33％

「メーキャップされた会員」
9/2 地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 髙田源太会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
皆様こんにちは。小菅会員・竹永会員入会記
念おめでとうございます。芹澤会報委員長
福嶋米山奨学委員長 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致
します。
小菅健史会員 入会記念を祝って頂いて有難うございます
竹永 薫会員 本日は芹澤会報委員長の「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」 福嶋義信米山奨学
委員長の「米山月間卓話」宜しくお願い致します
入会記念を祝って頂いて有難うございます
前川永久会員 小菅会員、竹永会員入会記念おめでとうございます。
芹澤会報委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」福嶋米山奨学委員長 ｽﾋﾟｰﾁ
宜しくお願い致します
髙田源太会員 芹澤会報委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」、福嶋米山委員長 卓話宜し
くお願い致します。私事ですが先週上高地に行き、ﾘﾌﾚｯｼｭしてき
ました。皆様も健康の為に歩きましょう
金井秀樹会員 9 月末までのｸｰﾙﾋﾞｽﾞが終了し、10 月よりﾈｸﾀｲ着用となり、まだ
首元に違和感があります。本日も宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 10,000 円（累計 93,000 円）
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・本日も例会ご出席有難うございます
・次週例会は海上自衛艦隊自衛艦隊司令官海将 湯浅秀樹様
の卓話の予定となっております。例会終了後 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会
長・幹事会がありますので多くのﾋﾞｼﾞﾀｰが予定されます。
宜しくお願い致します
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・15 日(土）地区大会会長幹事会 16 日(日）は地区大会本会議となっております。
・23 日(日）は追浜駅前ﾃﾞｯｷにてﾎﾟﾘｵ募金活動が行われます。ご協力宜しくお願
い致します
「幹事報告」
◎回覧 ①米山記念奨学会 2021 年度決算報告・事業報告書 ③社協おっぱま
◎７月１日付で第１期会費のご請求をさせて頂きましたのでよろしくお取り計
らいの程お願い申し上げます
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知
らせ受領
「委員会報告」
「スピーチ」
【ﾛｰﾀﾘｰの友 10 月号紹介】芹澤 達之 会報委員長
横 P4-5
RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾎﾟﾘｵに光を当てる
横 P7-13
共に生きる世界への伝言
元米山奨学生に聞く、多様性への提言
佐古 ｳｽﾋﾞ 京都北 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員
横 P14-19
「友」10 年を振り返る
5 名の特別顧問による 2012 年からの任期中の思い出
横 P24
縦 4-8

世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ（10 月 24 日）の紹介
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ時代の企業改革が会社と地域を変える
地方でﾃﾞｼﾞﾀﾙ化が進まないと社会は変わらない

【10 月米山月間卓話 福嶋 義信 米山奨学委員長】
米山記念奨学会は、1952 年日本で最初に設立された東京
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが日本のﾛｰﾀﾘｰの創始者と呼ばれる米山梅吉氏
（初代会長）功績を記念して始めた国際奨学事業が、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。
米山梅吉氏は、静岡県駿東郡長泉町に 1868 年（明治元年）
2 月 4 日生まれ。尚、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創設者ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ氏は、1868 年 4 月 19 日生まれで
同い年です。
1952 年には日米間協定によるﾌﾙﾌﾞﾗｲﾄ奨学金が、またﾀｲから第 1 号奨学生を迎
えた 1954 年には、日本政府による国費外国人留学生奨学金がそれぞれ始まりま
した。戦後の復興の道を歩み始めた当時の日本にとって二度と戦争の悲劇を繰
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り返さないために。世界の国々との人物交流を深める必要性を多くの人が感じ
ていた時代でした。このような時代背景のもと、ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学事業は、奨
学生が平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築くことを目的に始められ、
「日本のﾛｰﾀﾘｰに最もふさわしい国際奉仕事業」と高く評価されて、全国に拡大
していきました。
“日本と世界を結ぶ「架け橋」となり、ﾛｰﾀﾘｰ運動の良き理解者となる人材を育
成する”それが米山記念奨学事業の使命です。
米山記念奨学事業の特徴は、ｶｳﾝｾﾗｰ制度は、奨学生一人に、世話ｸﾗﾌﾞから選ば
れた会員がｶｳﾝｾﾗｰとして、奨学生との交流を深め、日本での生活が心豊かになる
よう配慮します
「米山記念奨学会寄付について」
普通寄付金は、半期に一度、各ｸﾗﾌﾞで決まった一人分の 1 万円（年 2 万円）を
寄付です。特別寄付金は任意の寄付です。累計 10 万円で米山功労賞。累計 20 万
円から 90 万円まで、米山功労賞ﾏﾙﾁﾌﾟﾙとなります。累計 100 万円で、第 10 回
米山功労賞ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰとなります。公益財団法人の認定を受けているため、所得
税の税別優遇が受けられます。
「米山奨学ｶｳﾝｾﾗｰ体験」
2014 年 4 月～2002 年 3 月 楊 静さん（中国）神奈川歯科大学小児歯科学博
士課程）妻が出産立ち会い。（ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）卒業後、長野県塩尻に在る
「松本歯科大学」に就職
「米山梅吉記念館」
公益財団法人米山梅吉記念館は、昭和 44 年 3 月 26 日、財団法人米山梅吉記
念館として設立されました。これに続いて、9 月 16 日記念館の建設が始まりま
した。この誕生を促したのは、静岡県駿東郡長泉町にあった米山梅吉終焉の場所
である米山別荘の宅地分譲の情報からでした。これを伝え聞いた地元ﾛｰﾀﾘｱﾝが
米山別荘保存運動へ、そして米山記念館建設へとかりたててゆきました。
「横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ活動」
当ｸﾗﾌﾞとして、2 回米山記念館見学及び例会開催。隣接地にある米山梅吉氏墓
参りを行いました。
～例 会 風 景～
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行事予定
２０２２年
１０月 ４日（火）通常例会

かながわ信用金庫追浜支店 12：30
「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」芹澤達之会報委員長
米山月間
卓話

経済と地域社会の発展月間

福嶋義信委員長

第４回定例理事会 13：30～14：30
１１日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店
卓話

12：30

海上自衛隊自衛艦艦隊司令官
海将 湯浅秀樹様

１６日（日）地区大会 相模原市民会館
１８日（火）振替休会 地区大会の振替
２３日（日）ﾎﾟﾘｵ撲滅募金活動 京急追浜駅前ﾃﾞｯｷ
１１月 １日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店

12：30

「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」芹澤達之会報委員長
「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」 伊与田あさ子ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
第５回定例理事会

13：30～14：30

８日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店
卓話 「SDGs とﾋﾞｼﾞﾈｽ」
１５日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店
卓話者未定
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12：30
今泉直人様
12：30

