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E-Mail: rongoapt@mta.biglobe.ne.jp 
会長/ 田邊 雅彦 

幹事/ 川口 直也 
公共イメージ向上委員長/ 杉本 敦永 
例会日/毎週月曜日 12：30～13：30 

例会場/名古屋マリオットアソシアホテル 
 

第 2095 例会 

     2022年 5月30日(月) 第34回       

●司  会 ＳＡＡ 大野和宏 君 

●斉 唱   「4つのテスト」 

●例会行事 R財団・米山委員会 高山光雄 君 

 「未来に向かって世界平和の架け橋になろう  

（ロータリー米山記念奨学会）」 

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

（国際ロータリーのテーマに関して）」 

「ウクライナ戦争で判明したこと」 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君 

 

会員の皆様、こんにちは。5月21日(土)春の家族会を小

牧ワイナリーで開催させていただきました。当日はロー

タリークラブの植樹畑の見学や農業体験、そして小牧ワ

イナリーの２階ホールにて学習会とミニコンサートを開

催いたしました。親睦委員会の伊藤康司委員長並びに阿

萬裕子副委員長、お疲れさまでした。改めて感謝申し上げ

ます。 

昨日は 30 度を越えました。まだ梅雨入り前ではありま

すが、本日も暑い一日になりそうです。これからの時期、

熱中症になりやすいので、水分補給をしっかり取って熱

中症に注意してください。 

さて本日は２つのご連絡があります。1 つは会員増強の

お願いです。今年は女性会員がお一人入会されましたが、

現状のままではクラブ維持が大変困難な状況に陥ります。

会員の皆様には、是非ともお知り合い等にお声がけいた

だき、まずは例会に参加見学していたただき、この雰囲気

を体験していただきたいと考えています。何卒ご協力の

ほどお願い申し上げます。 

もう一つは、2760地区2025-26年度ガバナー候補の

推薦の件についです。過日クラブ協議会の場を借りて、こ

の議案について検討していただきました。その結果、まず

理事会に計ることとなりましたが、理事会上においてこ

の議案は見送る結果となりましたので、ここにご報告申

し上げます。 

それでは、本日もよろしくお願い申し上げます。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （内海 辰巳 副委員長） 

本日の例会 

会員数 47 出席率 76.92％ 

出 出席義務者 18 欠 

席 

者 

出席義務者 9 

席 出席免除者 12 出席免除者 8 

者 出席者計 30 欠席者計 17 

      

●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長） 

高山先生 卓話よろしくお願いいたします。 

田邊 雅彦 君 

高山先生 卓話よろしくお願いいたします。 

川口 直也 君 

久しぶりの卓話です。よろしく 

     高山 光雄 君 

高山PPの卓話 大変楽しみです。 

稲吉 將秀 君 
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高山パスト会長の卓話を楽しみにしています。 

金井 和治 君 

高山パストガバナー補佐の卓話を楽しみに！ 

     串田 正克 君 

高山PPの卓話が楽しみで出席しました。 

     武田 英昭 君 

ゴルフ部今期最終戦で優勝させていただきました。 

ありがとうございます。 

     安江 寛二 君 

高山先生の卓話楽しみです。 

     伊藤 康司 君 

高山パスト会長、卓話たのしみにしています。 

     山内 佳紀 君 

今日も元気で！   

大野 和宏 君 中林 正人 君 波多野 真 君 

入谷 宏典 君 稲熊 正徳 君 照井 通夫 君 

近藤 和彦 君 松井 ゆか 君 内海 辰巳 君 

鈴木 恵一 君 北園 守生 君 原田 好展 君 

三治 明  君 山北 秀和 君 伊東 由之 君 

太田 哲郎 君 中島 俊朗 君   

   

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 27名   41,000円  

本年度の協力累計        1,421,000円  

 

 

 
会員卓話 高山 光雄 君 

『未来に向かって世界平和の架け橋になろう 』 

4月17日に名古屋国際会議場で米山記念奨学会の地

区研修協議会に出席しました。第８文科会標語です。 

昨年は山北君が中国留学生のカウンセラーになり、今

年は安川君がネパール人留学生のカウンセラーとなり

ます。ロータリーは年間経費13億円（個人平均寄付

金額1万5000円）を世界平和のために今まで129

ヵ国から2万22６７名の奨学生を支援してきまし

た。米山記念奨学会は日本で最大の奨学団体です。 

129ヵ国ですが米国、ロシア、ウクライナ、アフリ

カなどもありますがアジアが70％と最も多いです。 

米山記念奨学会は米山梅吉氏の作った財団ではあり

ません。米山氏は1920年（大正時代）に東京RC

を設立しました。同氏は三井物産の社員としてアメリ

カに滞在し米国のロータリークラブに入会し、ロータ

リーの素晴らしさを体験し日本に設立したのです。 

しかし、残念ながら戦時中に国際ロータリーを脱退し

ました。日本の国際連盟脱退と歩調を合わせざるを得

なかったと思われます。 

1949年、戦後に東京RCは国際ロータリーに復帰し

ました。 

1952年、米山氏は1946年に亡くなりましたが東

京RCは米山氏の功績をたたえて世界平和のために財

団構想を立案しました。 

1954年、第1号留学生をタイから大戦のお詫びに

と世界友好のためでもありました。 

当地区でも、ホシザキ電機の会長さんが何億円かの寄

付を発表しており、豊田RCの斎藤直美（国際ロータ

リー理事）が18年まで奨学会の理事長を務められま

した。 

 

『奉仕しようみんなの人生を豊かにするために』 

日本の産業の基本は農業と漁業（日本の存在基盤）で

す。 

クラブ強化戦略委員会で田植えと刈り入れ、、地引網

を当クラブで春の家族会等で実施したいという提案が

あり、これらは一番の職業奉仕活動ではないかとの意

見がありました。 

『ウクライナ戦争で判明したこと』 

エネルギーと食料の自給が日本本来の基本であることがより判

明しています。 

私の知人が北海道日高市で油田を開発しています。 

北海道は、樺太・蝦夷油田帯に含まれ、中生代白亜紀の地

層から石油が出ています。油田開発が成功したら北海道に 

小麦畑を造れたらいいなと計画しています。 

 

1999-20 ガバナー補佐の加藤俊夫さんが亡くなられました。 
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2022年5月26日(木) 東急ホテルにて 

 
名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君 

 
名古屋空港ロータリークラブ 

会長エレクト 山内 佳紀 君  

副幹事    入谷 宏典 君 

 
2022年5月18日(水)  藤岡カントリークラブ 

優勝 安江 寛二 君 

 


