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皆さんこんにちは、本日は米山梅吉記念館での移動例会で
す。皆さんに、この米山梅吉記念館をよく理解していただきた
いと思っております。後ほど市川学芸員から梅吉翁の説明ご
案内をいただけると思いますのでよろしくお願いいたします。
そもそもこの公益財団法人米山梅吉記念館は、公益財団法
人ロータリー米山記念奨学会（略して米山奨学会）と一緒だと、
思っている会員がたくさんいらっしゃいますし、公益財団法人
ロータリー日本財団とも違います。米山奨学会は日本のロータ
リーだけが行っている活動で、将来母国と日本との懸け橋と
なって国際社会で活躍する優秀な留学生を、奨学することを
目的として 1952 年東京ＲＣが発表した「米山基金」に始まり
日本のロータリーの創始者である故・米山梅吉翁の生前の功
績をたたえ、後世まで残るような有益な事業を目的として始ま
り、現在米山奨学生の採用数は、年間860人、
（枠）
国際奨学
団体としては、事業規模・採用数とも、日本国内の民間では
最大の規模であります。わがクラブでもソピダ君を迎えており
ます。また、ロータリー日本財団は世界中のロータリアンから
の寄付を集め、ポリオ撲滅や、色々な補助金を活用した援助
を行っております。ここでこの 3 つの似たような名称の団体の
決定的に違うところがあります。それはこの米山梅吉記念館
の運営は皆様からの意志による寄付のみにて運営をしている
ということです。他の 2 つは決められた寄付のシステムがあり
決まった時期や会費からの天引き等がありますが、この記念
館はそういうものはなく会員各自の意志による個人的な寄付
や賛助会員としての寄付、各クラブからの記念事業での寄付
や 2620 地区からの寄付のみで運営をしています。これから先、
この記念館の継続運営や発展は皆様のお気持ちに委ねられ
ていると思いますので是非今一層のお気持ちをよろしくお願
いいたします。

2021 2022

米山記念奨学生  マドマン・ソピダ君
他ＲＣ出席  大熊君（1.25沼津北）、實石君（3.8ＲＩ規定審議
会プレ勉強会（オンライン））
、大村君・ソピダ君
（3.19 米山記念奨学生期間終了式（リアル））
、吉野
（秀）
君
君（3.20ＲＬＩ（オンライン））、清君・渡邉
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小林
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欠席者（16名）
今田君、髙地君、楠木君、三好君、
望月君、森藤君、野際君、大石（顕）君、
向坂君、杉山君、寺田君、塚本君、
恒吉君、海野君、渡邊（洋）君、山本君
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ン））
、清君・大石（昭）君・渡邉（秀）
君（3.22地
区補助金管理セミナー（オンライン））

963-5202
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イニシエーションスピーチ
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敏廣君

理事会だより
◆第10回定例理事会議事録
2022.3.25（金）13：15～ 出席者10名
【報告事項】
１．新会員候補者 米野博英君の件
⇒4/1（金）
例会にて ⇒同日例会前にR情報新会員オリ
エンテーション実施（米野君・東Ｒ情報委員長・山口
会員維持増強常任委員長・スポンサー塚本君・渡邉
真君・實石会長・大友幹事） ⇒職業分類：菓子製造
小売 所属：出席委員会・緊急D-1・増強5組
２．4/15（金）ガバナー補佐期末訪問
⇒常任委員長・ＳＡＡ・クラブ研修リーダーのみ壇上発
表 ⇒各小委員長報告を常任委員長でとりまとめて
発表 ⇒30分延長なし 通常例会12：30〜13：30
３．4月からの例会場スタイルの件
⇒コロナ対策徹底継続・円卓（最大3名/卓）・サーブ形
式の例会食を試行

移 動 例 会
米山梅吉記念館を訪問し、市川学芸員の案内で館内
を見学して回りました。
米山梅吉記念館は日本のＲの祖である米山梅吉翁
を記念し記録をするために建設された施設で、米山梅
吉翁の生い立ちから実業界での活躍、また東京ＲＣ創
立、緑丘小学校
（現青山学院初等部）
、同幼稚園設立等

【議事】
１．4月例会プログラムの件

の記録が展示されています。

4月1日
4月8日

承認

ＰＥＴＳ報告※１

清副会長、渡邉秀一副幹事
イニシエーションスピーチ※２
会 員
髙原



敏廣君

4月15日

第３回クラブ協議会※３

4月22日

米山梅吉記念館への寄付金贈呈式※４

4月29日

祝日休会

※１…大友幹事：入会式等があるため、スピーチ時間
が短くなる可能性があるので、ご了承ください。
※２ …日程の変更が何度もありましたが、この日で確
定。プロジェクターとスクリーンの用意をします。實石
会長：以前、渡邉（雅）君よりお話があったように紹介
の仕方をよろしくお願いいたします。大友幹事：新入
会員とは違うので、三島ＲＣの時のお話などを伝えて
いただきます。
※３…清副会長：例会終了後、第 2 回の被選理事会を
開催します。15分程お時間いただければと思います。
※４…大友幹事：記念館理事長の松村様もご了承いた
だいております。山口：卓話もお願いしてあります。
（ポ
ールハリスと米山梅吉）
渡邉（雅）
：理事会も22日（金）
で良いですね。大友幹事：その予定です。
２．日帰り研修バス旅行の件 承認
⇒大熊：吉野職業奉仕委員長と打ち合わせし、
「落語家
（三遊亭 遊七さん）と巡る吉原」ということで古き良
き江戸の時代の名所を巡る旅としました。参加者から
の会費：3,000円/1人 職業奉仕活動費：100,000円
親睦活動費：235,000円 合計予算：410,000円（25
名）で予定しています。日程を三遊亭遊七さんのご都
合良い日に合わせると、5/24（火）、5/31（火）、6/6（月）
になりますのでこの中でお決めいただけたらと思いま
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す。清副会長：5/22
（日）
に地区大会がありますが、続
けてだといかがでしょうか？ 大友幹事：5/31（火）は
月末なので皆様お忙しいかと。大友幹事：6/6（月）
は月曜日なので 5/24
（火）
が良さそうですね。實石会
長：5/24
（火）
にしましょう。大熊：キャンセル料の関
係で2週間前までに確定お願いします。實石会長：コ
ロナ関連のキャンセルでも 2 週間前までですか？ 大
熊：はい、それも含めて2週間前でよろしくお願いいた
します。
３．4/23
（土）米山梅吉記念館春季例祭祝儀
（￥10,000）
の件 承認
⇒大友幹事：会長に持参していただくことでご承認よろ
しくお願いいたします。
４．クラブ細則変更の件 承認
⇒大友幹事：次年度の案件ですので、次期幹事からよろ
しくお願いいたします。 渡邉（秀）次期幹事：詳細に
ついて清次期会長より説明していただきます。 清次期
会長：次年度の例会開催について、別紙の通り細則
の改正を協議、承認いただきたい。
クラブ細則第5条 会合 第2節 例会
（2）
現在
「例会に関する変更または例会の取り消しは、沼津ロ

ータリークラブ定款第 7 条第 1 節
（c）
（d）
の規定による
ものでなければならない。
」
改正案
「例会に関するあらゆる変更は、

沼津ロータリークラブ
定款第７条第 1 節
（c）
の規定によるものでなければな
らず、例会の取り消しは、沼津ロータリークラブ定款
第7条第1節
（d）
の規定に定めるもののほか、理事会の
承認により、例会を取りやめることができる。」
以前にもお話しましたが、趣旨は、清年度において、毎
月月末
（第4もしくは第5金曜）
は皆様、お仕事がお忙し
い時なので、お休みにし、その後の年度においてもそ
の辺りを年度毎に考え、出席しやすい例会にしていき
たいというものです。来年度、組んでみたところ、39
回の例会なので、すごく少なくなるわけではないです。
大友幹事：今その辺りの細則、定款を照らし合わせて
みたところ、これは、定款の変更になるのではないで
しょうか？ 清次期会長：法律上のことを弁護士（渡
邊（洋）君）に確認したところ、定款の変更はできない
ので、改正案の後半部分（理事会の承認により〜）を
付け加えることにより、ふくみをもたせることができ
る。とのことでした。今後においても、理事会の承認
を得ることができれば、
様々な対応ができるということ
です。このタイミングで前年度の皆様の承認を得て、そ
の後会員の皆様に承認を得なければなりません。
山口：ロータリー全体として、定款にそった運営をして
いる中で、細則により各クラブの運営をしていくこと
が、ありということですよね？なので、ふくみをもたせ
るという意味で、
これで良いとは思います。渡邉（雅）
：

例えば他クラブで、月の第 3 例会は夜間例会にすると
いうことをやっている所もあるのでそういう発想です
よね？ 清次期会長：はい、そういうこともできますよ
ね。渡邉（雅）
：その年度で理事会通して考えようとい
うことですね。定款では最低2回の開催は必要ですね。
大友幹事：それと、3 週続けて例会を休会してはなら
ないというのもあるので、ＧＷなど含めて考えなけれ
ばならないですよね。 清次期会長：その辺りは次年
度はクリアしてます。大村：休会の回数を増やす、と
いうことではないので、細則を変える必要はないので
はないでしょうか？ 細澤：今の内容では、最終
（週）
例会を休みにすることで足りなくなるのでしょ？ 清
次期会長：ここだと、祝日週休会以外に裁量休会と
なっているので、来年度は、祝日週は例会開催し最終
（週）例会を休みにするということなので、現在の内容
だと足りなくなってしまったということです。 渡邉
（雅）
：金曜日当日が祝祭日でなければ、やるというこ
とですね。大友幹事：細則の中で理事会は毎月最終
金曜日に開催されるものとするということは、第3でも
第 2 でもそれが最終金曜日という認識ですか？ 清次
期会長：これについて、この最終金曜日とはカレンダ
ー上の最終金曜日ですか？ と確認したところ、最終
例会金曜日ということで事務局の鈴木さんから認識を
いただいております。本当は、最終金曜日ではなく、最
終例会金曜日と変更した方がわかりやすくて良いので
すが。大友幹事：では次年度は最終金曜日に理事会
はないということになりますかね？ 清次期会長：ス
ケジュール上、最終金曜日に例会がある月があるので、
そこはあります。大友幹事：理事会が第3週とかにな
った場合、承認などのタイミング等の問題が出なけれ
ば良いのですが。實石会長：今まで理事会は最終金
曜にやってきたので皆さんがわかりづらくならない
か？ と心配してしまいますが。細澤：毎月の最終例
会後にやるので大丈夫かと。山口：第3週であろうと、
第4週であろうと、その月の最終例会の後やるで良いと
思います。實石会長：年間のスケジュールなど、しっ
かり明記してもらえれば良いですね。清次期会長：皆
さんがわかりやすく、月末の金曜日の忙しい中集まる
ことの大変さを考えた提案です。山口：わかりやすい
と思います。大友幹事：プログラム委員長などが1週
早まったりで大変なのでは？ 細澤：年間スケジュー
ルで決まっているので、その辺りも問題ないと思いま
す。大友幹事：理事会では承認ということでよろしい
でしょうか。全員：はい。
５．寺田君退会の件 承認
⇒大友幹事：3/9 付けで退会の申し入れがありました。
5/6に入会したので、5/5で区切りをつけたいとのこと
です。
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15．4/29（金・祝）地区奉仕活動委員会セミナー（オンラ
イン）
⇒出席要請者へご案内・それ以外も希望者は登録可能・
出欠回答は事務局へ提出
16．5/21・22（土・日）地区大会（リアル開催・甲府＠Ｙ
ＣＣ県民文化ホール） ⇒クラブ会員参加は 5/22
（日）開会点鐘13：00〜閉会点鐘16：20 ⇒ご案内と
出欠確認票を配布・出欠回答は事務局へ提出

１．例会変更のお知らせ
富士山吉原…4/7
（木）
はお花見夜間例会を

通常例会に変更
4/21
（木）
は祝寿の会
（西山温泉慶雲館）
２．2021 年 12 月 第 28 回米山功労クラブ表彰 感謝
状受領
３．休会中の会員慶事記念品は自宅配送とさせていた
だきました
４．4/17（日）沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペのご案内を告
知いたしました
⇒出欠連絡は3月末日までに事務局へお願いいたします
５．2022年ＲＩ国際大会
（6/4
（土）
～8
（水）
・ヒュースト
ン）参加旅行案内 到着
⇒お問い合わせは事務局へ
６．3/5
（土）
沼津ＲＣ創立70周年記念式典
⇒新型コロナウイルス感染状況に鑑み中止となりました
７．2/18・25・3/11・3/18 自由参加にてオンライン
特別例会実施 ⇒会長挨拶や参加者近況報告など
８．3/8
（火）
ＲＩ規定審議会プレ勉強会
（オンライン）
⇒實石会長 1名出席
９．3/19
（土）
米山記念奨学生期間終了式
（リアル開催・
in静岡） ⇒大村カウンセラー・マドマンソピダ君2名
出席（ソピダ君は次年度も継続です）
10．3/20
（日）
ＲＬＩ
（オンライン）
⇒吉野ＤＬ 1名出席
11．3/21（月・祝）ＰＥＴＳ会長エレクト研修セミナー
（オンライン） ⇒清次期会長・渡邉
（秀）
次期幹事 2
名出席
12．3/22
（火）
地区補助金管理セミナー
（オンライン）
⇒清次期会長・渡邉次期幹事・大石（昭）次期Ｒ財団委
員長 3名出席
13．4/3
（日）
千本をよくする会 千本清掃奉仕・総会
⇒清掃：午前9：00〜・千本公園八角池前集合
総会：午前9：30〜・千本プラザ大会議室
⇒雨天の場合は清掃中止・総会のみ開催
⇒参加の方は受付にて参加者名簿にご記名ください
14．4/24
（日）
地区研修・協議会
（オンライン）
⇒出席要請者へのみご案内、出欠未回答の方は至急事
務局へご連絡ください

A
◎大
向

熊
坂

○上
白

◎三 好
杉 山
吉 野

○細

實石君…久々の対面例会です。第7波が来ないよう、皆
さん気をつけましょう。
小林君…先日は誕生日のお祝いありがとうございました。
57歳になりました。夏にはジイジです。今から何と呼んで
もらおうか考えています。
峯村君…お久しぶりです。休会中に誕生日を迎え、プレ
ゼントありがとうございました。
大村君…ソピダさんと米山奨学生終了式に出席しまし
た。2年目もよろしくお願いいたします。
大友君…本日より例会再開できました。皆様よろしくお
願いいたします。
積君…お久しぶりです。
渡邉（真）君…久しぶりの例会にスマイル☺

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
Ⅰ

真実か

どうか

Ⅱ

みんなに公平か

Ⅲ

好意と友情を深めるか

Ⅳ

みんなのためになるか
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4-6月度
テーブル編成表
（入会月日の和）
◎マスター

◎楠
峯

木
村

○横 溝
大石（顕）

◎野
海

口
野

○望
小

石 川
奥 村

E
月
林

渡辺（芳）
今 田

藤
本

村
米

○サブ

C
◎渡邊（洋） ○太 田
大石（昭）
積

どうか

F
渡邉（雅）
髙 原 ※マドマン・ソピダさんはランダムに
変わります。
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◎渡邉（真） ○森
大 村
塚

上
野

