
地域を育み、大陸をつなぐ

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!
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例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ

　昭和30年（1955年）の今日、マイクロソフト社創業者ビ
ル・ゲイツ氏が誕生しました。パーソナル・コンピュー
ター普及での最大の功労者であり、国際ロータリーにおい
てもポリオ撲滅のために、3億5500万ドルをロータリー財
団に寄付した重要な人物です。
　さて、我々ロータリアンは、いつもロータリーバッジをつけます。どこに
つけるかと言えば、背広の場合、左の襟のボタンホールにつけるのが一般的
ですが、なぜ、ボタンがないのにボタンホールがあるのでしょうか。背広の
原型は、1850年頃、イギリスで流行した「ラウンジスーツ」だそうですが、
その襟には第1ボタンとボタンホールがあり、寒いときには襟を立て、ボタン
を留めて閉めたそうです。その名残りですが、ボタンはなくなったのに、な
ぜ、わざわざ穴をあけ、「かがり縫い」をするのか。ボタンホールは、その
後、フラワーホールと言われるようになり、勲章や会社の記章をつけるた
め、さらには、ちょっと気取って、花を1輪飾るためのものになって、今の形
になっているようです。
　また、背広には「ベント」があります。背広の裾の部分にある切り込みで
すが、こちらは実用的な目的があります。センターベントは後ろ中央に切り
込みがあり、乗馬の際に裾が邪魔にならない。サイドベントは左右両側に切
り込みがあり、軍人がサーベルをもつ時に裾が邪魔にならないためです。
ノーべントというのもあります。これは、お尻が大きくても小さくても関係
なく、後ろから見られたときに格好がいいので、太り気味でお尻に自信のな
い方にはお勧めのタイプです。
　もうひとつ、背広の袖口にはボタンが付いています。これを考案したの
は、ナポレオンらしいということです。寒い冬、鼻水を垂らした兵士たちは
軍服の袖口でそれを拭う。見苦しいということで、ナポレオンは袖口の周り
に金属製のボタンを取り付け、袖口で拭けないようにしたというのです。
　さて、ロータリーでは例会出席の時、服装は背広に限りません。バッジを
つけて例会に出席することがロータリーの基本であり義務ですが、仕事柄、
色々な服装がありますから、その服装のままでよろしいそうです。
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■出席状況報告
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝　ゲスト卓話

夜間例会　ガバナー公式訪問

（昼間例会～21日と振替）

10月 7日

14日

21日

28日



点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 若林　剛SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）	 若林　剛SAA
ゲスト紹介

RI第2500地区　米山記念奨学会運営委員会
委員長　讃岐　武史 様（帯広RC）

（会食）
会長報告	 鈴木　享会長	
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広北RC、10月29日（金）の例会は休会
②帯　広RC、11月 3日（水）祝日のため休会
③帯広南RC、夜間例会（クラブフォーラム）
　11月15日（月） 午後6時30分　北海道ホテル
④帯広東RC、夜間例会（クラブフォーラム）
　11月16日（火） 午後6時30分　帯広ワシントンホテル
⑤帯広東RC、11月23日（火）祝日のため休会

ニコニコ献金	 親睦委員会活動委員会　曽我　雄会員
鈴木　享会長　 ニコニコ狂歌「ニコニコを  続けようとて張り

切るも  嬉しきことの  無きぞ悲しき」にこに
こ献金がんばっております。皆さんもご協力
を…

柴田和明会員　 公式訪問無事終了感謝しております。
千葉清孝会員　 今月は米山月間です。皆様のご協力よろしく

お願い致します。
川田章博会員　 ばんば祭り17日（日）は過去最高の人出でし

た。皆さんにお世話になり有り難うございま
した。

柳沢一元会員　 先日、越智会員の指令で人間ばん馬に出場し
ました。50過ぎのおやじが出る競技ではあり
ませんでした。

プログラム	 米山記念奨学会運営委員会　千葉清孝委員長
　先日、皆様方へ寄付のお願いの文章を出させていただきま
した。大変、財政が厳しく経済情勢が厳しき折ですが、なん
とか、あまり高額でなくても結構でございますので、皆様方
に米山記念奨学会の、ご協力とご理解をお願い致したいと思
います。ということで、ご講話を讃岐委員長さんより、いた
だきたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ゲスト卓話

	 	 RI第2500地区　米山記念奨学会運営委員会
	 	 委員長　讃岐　武史様（帯広RC）
　地区の委員長を拝命しております、帯広RCの讃岐でございま
す。正式には地区の名前はロータリー米山記念奨学会運営委員
会です。運営が付きますので宜しくお願い致します。10月はロー
タリー職業奉仕月間であり米山月間です。当地区2500地区の現
状は8分区に分かれております。米山奨学会とは奨学金を払う対
象が専門学校、短大、大学、大学院生となっている関係から、
どうしても偏ってしまう現状になっております。旭川大学、旭川
医科大学、帯広畜産大学、北見工大、東京農大の網走分校、
北海道教育大学の釧路校、北海道教育大学の旭川分校の学校
のみが指定校となっております。米山とは…日本で学ぶ外国人留
学生に奨学金を支給し、それを元に奨学生が国に帰って日本の
文化、慣習、考え方を勧めていただいて世界中の恒久平和にな
ればいいというロータリアンの願いで行ってる奉仕事業の一つで
す。これは日本のロータリーの独自事業であり現在日本では民
間で最大の奨学金支給団体となっております。他の支給団体と
違う特徴的なことは「心を伝える交流」があります。他の奨学金
団体は奨学金を支給されるだけで終わるものがほとんどです。
このロータリーの奨学金についてはカウンセラーという（お世話
係）お世話役を任命させていただいて精神共に色んな悩みを聞
きながら「心を伝える交流」を行っているという所が特徴的です。
この事業自体はもともとは東京RCの周年事業で始まったもので
ございます。これが日本他団体合同奉仕活動事業ということで
RIの国際理事会の方で認められ、唯一日本のロータリアンが行っ
ている奉仕活動でございます。民間最大ということで現在年間
約800名近くの奨学生をお世話させていただいており累計で
15,776名の留学生を支援しております。ただ現在も問題になり
つつあるんですが日本に来られる奨学生の大半が中国、韓国、

台湾の3ヶ国からの奨学生が非常に多い関係で偏ってしまう傾向
にあります。それと先程の世話クラブカウンセラー制度ですが、
この制度のお陰で日本の社会を知る事が出来た。とか通常の留
学生の場合は日本の家庭におじやまする機会が少なくままなら
ないのでどうしても日本文化のことを理解されないままに帰るこ
とが多いのですが、日本のことを好きになって帰っていただく方
が非常に多いということが特徴的なことです。15,800名近くの
学友が今、世界の各地で活躍しております。活躍する学友の中
にも素晴らしい方が増えております。現在第18代の中日韓国大
使に就任されたコントロフィンさんという方も米山奨学生でした。
日本語も堪能で今、公務の都合が付く限り米山の事業に関する
ことであれば、ご講演を協力いたしますよということでかなり今、
積極的にRCの例会に参加していただいてる。と聞いております。
またウガンダの孤児を支援する奨学生。アフガニスタン女性の
解放のため自立支援をする奨学生。チベット高原の奨学生。と
色々あります。昨年では米山奨学生で母国に帰らず日本に残り
引き続き経済活動など学校に残り研究したり、色んな奨学生が
126名います。
　東京の2750地区ですが東京米山ゆうあいRCを昨年設立して
おります。例会場はホテルオークラです。元々は留学生であり、
まだ年齢が若い、日本でそれほど経済活動をしていないという
ことで例会場に困って色々試行錯誤していた所、たまたまホテル
オークラのオーナーがロータリアンで、そういうことであれば、
うちのホテルを自由に使いなさいとホテルオークラから例会場を
無料提供していただいて、現在も例会を開催しております。その
ため日本で一番、年会費の少ないRCとなっており、年会費のほ
とんどがRAの人道分担金のみとなっております。機会がありまし
たら一度皆さんメーキャップに行かれるとよろしいと思うのです
が、その他に国内に30ヶ所この北海道には札幌にあります。そ
れと海外に3つ学友会という卒業生の会がございます。
　2500地区柴田ガバナー年度は現在、奨学生10名をお預かり
しております。3分区は旭川医科大学1名、旭川大学1名。5分区
は北見工大3名、網走分校の東京農業大学1名。6分区は帯広畜
産大学3名。7分区は北海道教育大学1名。釧路におります。
西RCと米山奨学生の関係は第1号の奨学生1989年〜1991年の2
年間お世話になった帯広短期大学のラクシカさんスリランカの
女性が第1号です。カウンセラーは林たかお会員と記録に残って
おります。林さんは西RCの14代目の会長でした。1989年という
年は私の亡くなった父が会長だった年で、その時の分区代理が
昨年亡くなられた宮野さんということでなにか因縁じみたものを
非常に感じております。
　今年お世話になってますアメリアチャイナサラスさん帯広畜産
大学の修士課程の2年生です。ペルーから来ており昨年度お世
話になりましたマルコの奥さんです。カウンセラーは堂山さんに
お願い致しております。世話子クラブが帯広南RC。ホームステ
イ先が網走RCと足寄RCです。
　ここからがお願いですが…年間800人の奨学生を支援するに
は、いくら必要かというお話でございます。答えは14億5千万円
かかります。この14億5千万円の収支ですが、ほとんどが寄付金
です。利息収入はわずかです。この利息収入の範囲内で東京に
事務所があります。財団本部の経費とDVD、パンフレットを作
る運営費、管理費にその収入の範囲内で充てさせていただいて
おります。したがって皆様からいただいた、ご寄付の殆どを毎
年奨学金に使っているという状況です。収入の内訳は約27％の3
割近くが普通寄付金と呼ばれます。皆様のお支払いしていただ
いてる年会費の中から年間2,000円3,000円をクラブの方からい
ただいてるもの、これを普通寄付金といいます。こちらの収入
が約3割。残りの60％が特別寄付と申しまして先程こちらの千葉
委員長がお願いをしてましたように皆様に直接お願いをする浄
財の部分でございます。この合計額の殆どを今、奨学金に使っ
ております。
　この奨学金の推移は残念ながら日本経済の状況と、ほぼ折線
グラフが一致しますが日本のロータリアン数の減少もありますが
年々減ってきてます。2005年に一番減って、低いレベルで低迷
して横へ歩復前進するような形になっています。じつは昨年度1
億6,700万円足りない状況になってしまいました。これは運用余
剰金で埋め合わせをしております。2500地区の実績ですが一番
下です。全国平均会員一人当たりが1万4745円であります。

……ビデオ上映……

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 鈴木　享会長


