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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。まず、本日はお客様のご紹介
からさせて頂きます。始めに、本日ゲスト卓話を頂きま
す、国際ロータリー第2530地区・米山記念奨学会委
員長阿部光司さん（所属：郡山西北RC）。後程、ロー

タリーの米山記念奨学会について詳しくお話を頂けると思います。郡
山東RC・直前会長根本一男さん、昨年度創立50周年実行委員長高
田藤太郎さん。郡山東RCさんは1970年4月に当クラブがスポンサーク
ラブとなり設立されたクラブです。残念ながら、コロナ禍にあり予定して
いた記念事業、記念式典がやむなく中止に至ったと聞いております。
　今年の私の会長挨拶では、時々、私の職業に関わる話題を話させ
て頂いています。今日はブライダルの話題なのですが、職業柄、結婚
情報誌や結婚式場のサイトなどを時々見ているのですが、非常に興
味深いアンケート調査の結果が出ていました。女性が「結婚したい男
性に求める条件」は時代と共に変わってきている、という話なのですが
…。昭和バブル期までは、三高と言われ「高学歴・高身長・高収入」が
三条件でした。ところが、バブル崩壊後は、もう高望みをしないで安定
を求めたのか、三平「平均的な収入・平凡な外見・平穏な性格」となり
ました。時代は平成中期から令和になって、この三条件が大きく変化し
てきた、とのことです。それが三低です。「低姿勢・低依存・低リスク」だ
そうです。低姿勢：わがままを言わない、主張を押し付けない、何でも許
してくれる。低依存：自分のことは自分でやれる、育児家事を押し付け
ない。低リスク：ずっと安定した給与、人生無理な冒険をしない、病気に
ならない。実はもう一つ「低」がありまして三低+低燃費だそうです。低
燃費：無駄金を使わない、食費がかからない。見栄を張らずにお金を
使わない、堅実な男性に女性のパートナーとしてのニーズが集まって
いるのかもしれません。ちなみに、「男性が女性に求める条件」は時代
によってもほとんど変わっていないそうで、3位：価値観が似ている、2位：
家庭や家事を任せられる、1位：見た目や好み。今の時代を生きる適齢
期の男性は大変だな、と改めて感じましたし、果たしてこの令和の時
代ではどうなるのか、大変心配をしているところであります。

　郡山でコロナ患者が、毎日大変な数、出て来ております。クラスターも
発生しました。コロナがより身近に迫って来ています。皆さん、再度、4
月、5月頃の気持ちに戻って、徹底した感染防止対策を各々実行して
行きましょう。 （阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／53名　欠席／46名
出席率／53.54％　前回修正率／57.95％
他クラブ出席／2名

安藤紀彦委員長出席報告

◎今日はお世話になります。宜しくお願いします。
 郡山東RC・直前会長根本一男君

 郡山東RC創立50周年実行委員長高田藤太郎君
◎今日はお世話になります。 郡山西北RC阿部光司君
◎本日も例会ご参加ありがとうございます。阿部光司米山記念奨学
会委員長、卓話宜しくお願いします。郡山東RC・根本直前会長、
高田50周年実行委員長、例会メイクアップありがとうございます。

 池田達哉君
◎第2530地区米山記念奨学会阿部光司委員長をお迎えして。特
別寄付金が多く集まりますよう。宜しくお願い致します。

 鈴木正晃君
◎阿部光司委員長さんを歓迎して!郡山東RC・根本直前会長、高
田50周年実行委員長を歓迎致します。 今泉正規君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　新会員のご推薦を宜しくお願いします。最近例会
でお顔を見てない方にお会いしたら、例会の出席を
促してください。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　地区で「ポリオのない世界まであと少し」ということ
で、ジュディオングとビルゲイツのクリアファイルを作り
ました。5枚1組で、1組500円ということで1枚100円な
んですけど、その内の60～50円は寄付になります。

アフガニスタンとパキスタンが撲滅すれば、ポリオが世界から100％撲
滅できます。是非皆さんのご協力をお願いします。

菅野秀士地区筆頭副幹事

　本日はゲスト卓話と致しまして、国際ロータリー第
2530地区米山記念奨学会委員会の阿部光司委員

長よりお話を賜りたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　2月頃に「今年は創立50周年の記念式典がござ
いますので、是非多くのご参加を」ということで挨拶

に来たんですが、このコロナ禍に於きまして残念ながら私の年度は全
てのロータリー活動は中止となってしまい、式典会場で郡山RC様に
感謝状を贈呈する予定でしたが、今日は感謝状を贈呈させて頂きた
いと思い参りました。

郡山東RC・直前会長
根本一男君

　10月24～25日に行われる予定だった地区大会
を、4月3～4日に延期するという事を前にご報告させ

て頂きました。今回は4月3日にやる地区大会委員会或いは会長・幹事
会の審議事項を、11月21日㈯の午後から開催することとなりました。会
員の皆様方には色々お手伝いをお願いしなければいけないと思いま
すので、宜しくお願いします。

地区からの報告
太田　宏地区大会実行委員長

　明日から会津方面へ旅行に行くわけですが、ご参
加される方は1時頃に西口の団体バス乗降場にご

参集をお願いします。11月14日㈯矢吹ゴルフクラブに於きまして第3回
親睦ゴルフコンペを開催したいと思います。スタートが7時半です。皆さ
んのご参加をお待ち申し上げております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　50周年が中止になったということで、ただそれまで
一年間ずっと色んな

準備をして参りました。ある意味では、
式典はできませんでしたが、その間の
準備はみんなで頑張って一つのことを
成し遂げたという達成感はあります。

郡山東RC創立50周年実行委員長
高田藤太郎君

郡山RC再発会記念日例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第16回例会
令和2年10月29日㈭

第2530地区米山記念奨学会委員会
委員長 阿部光司氏

　10月は米山月間ですので、是
非米山への理解を深めるような

ロータリー活動をして頂くとありがたいですが、この米山豆辞典は毎
年今の時期に最新号が届きます。これを読みますと、米山については
8～9割理解できますので、ご一読をお願いしたいと思います。米山記
念奨学事業が1952年に東京RCで「米山基金」の試案が作られて、
1953年からタイの奨学生を支援したのが始まりで、67～68年が経っ
ています。なぜ東京RCの方々は、米山梅吉翁のこういうものを作ろう
と思ったのか、それから米山翁が青少年支援を凄くされている方なん
ですけど、どういう風な気持ちで支援していたのか、その部分をメイン
でお話をさせて頂きたいと思います。
　石黒ガバナーが3年前に米山委員長だった時に、米山記念館に
何回か一緒に行かせて頂きました。その時に石黒さんは米山梅吉翁
の研究書をいつも4～5冊買って読んでいました。米山梅吉翁は日本
での本格的な信託銀行を作り、積極的に誘致をして地下鉄浅草線
の開通を実現させたとか、そういう中でよく出てくるのが「米山イズム」
という言葉です。「商いを通して、社会に奉仕を。その為に開拓の努
力をしなさい」という言葉が出てきます。三井信託の社長時代に、真っ
赤な名刺入れを新入社員に必ずプレゼントしていました。新入社員に
は「必ずお客に対しては奉仕の心を持って、信託の仕事には常に前
向きの開拓心を持って当たるように」という一言を添えてプレゼントし
ていたようです。そういうことをずっと通して実践していた米山梅吉翁

ゲスト卓話

の姿勢を見習って、1952年に東京RCが米山基金の試案を作りス
タートし、67年経ったということです。そういう気持ちで始まった米山で
すけど、米山奨学金の特長については、ロータリアンの気持ちで寄付
を頂いて、それを奨学生に渡しているわけですが、そのお金に関して
は返さなくてもいいお金。そして他の奨学金と違うのは、必ずカウンセ
ラーが一人つきます。それと世話クラブと一緒になって、その奨学生に
対して将来母国との懸け橋になってもらう。あとは我々のロータリー活
動を理解してもらう。そういう大きな目的を持って支援をしているという
ことです。前は年間に1000人以上の子供達の世話を全国でした年も
あるんですけど、今は大体800名ぐらいです。67年間で21,624名
（129ケ国）の日本への留学生を支援して来ました。今、奨学生同士
が連絡を取り合って何かしようという動きが世界で出てきています。た
またまスリランカの設立式典に4年ぐらい前に参加させて頂いたんで
すけど、その時に米山奨学生の紹介をしておりましたら、60才位のス
リランカで有名な医学博士の女性の方が前に出てきて「私の今があ
るのは、日本で米山奨学金という制度を日本のロータリアンの方々に
お世話になって受けれたからです」ということを涙ながらに言われて
いるのを聞いて、卒業して40年ぐらい経っているのに、そういう気持ち
を持った人が世界中にいるということは、この事業は素晴らしいことな
のかもしれないとその時に凄く思って、少しでもできることは協力しよう
と、その日から思った記憶があります。
　米山は寄付で成り立っているわけですが、2年前の2530地区の数
字は、平均寄付額が11,552円で全国23位です。普通寄付は財団を
設立した時に「安定収入がないと駄目ですよ」ということで、全国のク
ラブに幾らでもいいので安定して寄付して下さいというのが普通寄付
です。特別寄付の10万円は米山功労者と言われて表彰されます。10
万刻みでマルチプル1回、マルチプル2回という形、100万を超えるとメ
ジャードナーという形で、米山の赤い梅が付いたバッチが貰えます。何
とかロータリーを終えるまでにメジャードナーまでは頑張って行こうと
思っております。私個人としては米山梅吉記念館に行って頂いたり、
この豆辞典を読んで頂いたりして、共感して頂ける方が一人でも増え
て、支援される奨学生が一人でも増えることを祈念致します。

◎本日は地区米山記念奨学会阿部光司委員長には、お忙しい中お
越し頂き誠にありがとうございます。卓話を宜しくお願い致します。

 伊野泰司君
◎阿部米山奨学委員会委員長、ようこそ。
 菅野秀士君、湯浅大郎君、有賀隆宏君
 佐藤聡君、幕田宙晃君、阿部充正君、鈴木則雄君
◎卓話、楽しみにしております。 渡邊邦浩君
◎明日からの親睦旅行、どうぞ宜しくお願い致します。阿部さんの卓
話、楽しみにしています。 大木勝浩君

◎一昨日、ガバナーに随行して滝根RC、常葉RCを訪問して来まし
た。ガバナーの熱意に感銘を受けた一日でした。 平松敏郎君

◎阿部光司委員長の卓話と、もう一つを楽しみにしています。
 橋本謙一君

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11 第一生命ビル３F

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832
〒963‒8022  郡山市西ノ内2‒6‒18

一般財団法人 太田綜合病院
副理事長 太　田　健　三

☎ 925‒0088　　931‒1155



事務所／〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階　TEL024-923-0729　FAX024-939-5678

国際ロータリー２５３０地区 郡山ロータリークラブ　会長：池田 達哉　幹事：佐藤 政弘　例会場：郡山ビューホテルアネックス　ＴＥＬ．０２４-９３９-１１１１　例会日：木曜日

郡山ロータリークラブ
国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

WEEKLY REPORT 2020‒2021
第14回

2020
10.15㈭

会報第14号（通算3315号）2020.10.22発行 編集責任者：佐藤 政弘　編集：クラブ会報委員会　委員長 幕田 宙晃
副委員長 山口 松之進・阿部充正／委員 佐藤 文和・福内 浩明・村上 康雄

会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。まず、本日はお客様のご紹介
からさせて頂きます。始めに、本日ゲスト卓話を頂きま
す、国際ロータリー第2530地区・米山記念奨学会委
員長阿部光司さん（所属：郡山西北RC）。後程、ロー

タリーの米山記念奨学会について詳しくお話を頂けると思います。郡
山東RC・直前会長根本一男さん、昨年度創立50周年実行委員長高
田藤太郎さん。郡山東RCさんは1970年4月に当クラブがスポンサーク
ラブとなり設立されたクラブです。残念ながら、コロナ禍にあり予定して
いた記念事業、記念式典がやむなく中止に至ったと聞いております。
　今年の私の会長挨拶では、時々、私の職業に関わる話題を話させ
て頂いています。今日はブライダルの話題なのですが、職業柄、結婚
情報誌や結婚式場のサイトなどを時々見ているのですが、非常に興
味深いアンケート調査の結果が出ていました。女性が「結婚したい男
性に求める条件」は時代と共に変わってきている、という話なのですが
…。昭和バブル期までは、三高と言われ「高学歴・高身長・高収入」が
三条件でした。ところが、バブル崩壊後は、もう高望みをしないで安定
を求めたのか、三平「平均的な収入・平凡な外見・平穏な性格」となり
ました。時代は平成中期から令和になって、この三条件が大きく変化し
てきた、とのことです。それが三低です。「低姿勢・低依存・低リスク」だ
そうです。低姿勢：わがままを言わない、主張を押し付けない、何でも許
してくれる。低依存：自分のことは自分でやれる、育児家事を押し付け
ない。低リスク：ずっと安定した給与、人生無理な冒険をしない、病気に
ならない。実はもう一つ「低」がありまして三低+低燃費だそうです。低
燃費：無駄金を使わない、食費がかからない。見栄を張らずにお金を
使わない、堅実な男性に女性のパートナーとしてのニーズが集まって
いるのかもしれません。ちなみに、「男性が女性に求める条件」は時代
によってもほとんど変わっていないそうで、3位：価値観が似ている、2位：
家庭や家事を任せられる、1位：見た目や好み。今の時代を生きる適齢
期の男性は大変だな、と改めて感じましたし、果たしてこの令和の時
代ではどうなるのか、大変心配をしているところであります。

　郡山でコロナ患者が、毎日大変な数、出て来ております。クラスターも
発生しました。コロナがより身近に迫って来ています。皆さん、再度、4
月、5月頃の気持ちに戻って、徹底した感染防止対策を各々実行して
行きましょう。 （阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／53名　欠席／46名
出席率／53.54％　前回修正率／57.95％
他クラブ出席／2名

安藤紀彦委員長出席報告

◎今日はお世話になります。宜しくお願いします。
 郡山東RC・直前会長根本一男君

 郡山東RC創立50周年実行委員長高田藤太郎君
◎今日はお世話になります。 郡山西北RC阿部光司君
◎本日も例会ご参加ありがとうございます。阿部光司米山記念奨学
会委員長、卓話宜しくお願いします。郡山東RC・根本直前会長、
高田50周年実行委員長、例会メイクアップありがとうございます。

 池田達哉君
◎第2530地区米山記念奨学会阿部光司委員長をお迎えして。特
別寄付金が多く集まりますよう。宜しくお願い致します。

 鈴木正晃君
◎阿部光司委員長さんを歓迎して!郡山東RC・根本直前会長、高
田50周年実行委員長を歓迎致します。 今泉正規君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　新会員のご推薦を宜しくお願いします。最近例会
でお顔を見てない方にお会いしたら、例会の出席を
促してください。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　地区で「ポリオのない世界まであと少し」ということ
で、ジュディオングとビルゲイツのクリアファイルを作り
ました。5枚1組で、1組500円ということで1枚100円な
んですけど、その内の60～50円は寄付になります。

アフガニスタンとパキスタンが撲滅すれば、ポリオが世界から100％撲
滅できます。是非皆さんのご協力をお願いします。

菅野秀士地区筆頭副幹事

　本日はゲスト卓話と致しまして、国際ロータリー第
2530地区米山記念奨学会委員会の阿部光司委員

長よりお話を賜りたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　2月頃に「今年は創立50周年の記念式典がござ
いますので、是非多くのご参加を」ということで挨拶

に来たんですが、このコロナ禍に於きまして残念ながら私の年度は全
てのロータリー活動は中止となってしまい、式典会場で郡山RC様に
感謝状を贈呈する予定でしたが、今日は感謝状を贈呈させて頂きた
いと思い参りました。

郡山東RC・直前会長
根本一男君

　10月24～25日に行われる予定だった地区大会
を、4月3～4日に延期するという事を前にご報告させ

て頂きました。今回は4月3日にやる地区大会委員会或いは会長・幹事
会の審議事項を、11月21日㈯の午後から開催することとなりました。会
員の皆様方には色々お手伝いをお願いしなければいけないと思いま
すので、宜しくお願いします。

地区からの報告
太田　宏地区大会実行委員長

　明日から会津方面へ旅行に行くわけですが、ご参
加される方は1時頃に西口の団体バス乗降場にご

参集をお願いします。11月14日㈯矢吹ゴルフクラブに於きまして第3回
親睦ゴルフコンペを開催したいと思います。スタートが7時半です。皆さ
んのご参加をお待ち申し上げております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　50周年が中止になったということで、ただそれまで
一年間ずっと色んな

準備をして参りました。ある意味では、
式典はできませんでしたが、その間の
準備はみんなで頑張って一つのことを
成し遂げたという達成感はあります。

郡山東RC創立50周年実行委員長
高田藤太郎君

郡山RC再発会記念日例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第16回例会
令和2年10月29日㈭

第2530地区米山記念奨学会委員会
委員長 阿部光司氏

　10月は米山月間ですので、是
非米山への理解を深めるような

ロータリー活動をして頂くとありがたいですが、この米山豆辞典は毎
年今の時期に最新号が届きます。これを読みますと、米山については
8～9割理解できますので、ご一読をお願いしたいと思います。米山記
念奨学事業が1952年に東京RCで「米山基金」の試案が作られて、
1953年からタイの奨学生を支援したのが始まりで、67～68年が経っ
ています。なぜ東京RCの方々は、米山梅吉翁のこういうものを作ろう
と思ったのか、それから米山翁が青少年支援を凄くされている方なん
ですけど、どういう風な気持ちで支援していたのか、その部分をメイン
でお話をさせて頂きたいと思います。
　石黒ガバナーが3年前に米山委員長だった時に、米山記念館に
何回か一緒に行かせて頂きました。その時に石黒さんは米山梅吉翁
の研究書をいつも4～5冊買って読んでいました。米山梅吉翁は日本
での本格的な信託銀行を作り、積極的に誘致をして地下鉄浅草線
の開通を実現させたとか、そういう中でよく出てくるのが「米山イズム」
という言葉です。「商いを通して、社会に奉仕を。その為に開拓の努
力をしなさい」という言葉が出てきます。三井信託の社長時代に、真っ
赤な名刺入れを新入社員に必ずプレゼントしていました。新入社員に
は「必ずお客に対しては奉仕の心を持って、信託の仕事には常に前
向きの開拓心を持って当たるように」という一言を添えてプレゼントし
ていたようです。そういうことをずっと通して実践していた米山梅吉翁

ゲスト卓話

の姿勢を見習って、1952年に東京RCが米山基金の試案を作りス
タートし、67年経ったということです。そういう気持ちで始まった米山で
すけど、米山奨学金の特長については、ロータリアンの気持ちで寄付
を頂いて、それを奨学生に渡しているわけですが、そのお金に関して
は返さなくてもいいお金。そして他の奨学金と違うのは、必ずカウンセ
ラーが一人つきます。それと世話クラブと一緒になって、その奨学生に
対して将来母国との懸け橋になってもらう。あとは我々のロータリー活
動を理解してもらう。そういう大きな目的を持って支援をしているという
ことです。前は年間に1000人以上の子供達の世話を全国でした年も
あるんですけど、今は大体800名ぐらいです。67年間で21,624名
（129ケ国）の日本への留学生を支援して来ました。今、奨学生同士
が連絡を取り合って何かしようという動きが世界で出てきています。た
またまスリランカの設立式典に4年ぐらい前に参加させて頂いたんで
すけど、その時に米山奨学生の紹介をしておりましたら、60才位のス
リランカで有名な医学博士の女性の方が前に出てきて「私の今があ
るのは、日本で米山奨学金という制度を日本のロータリアンの方々に
お世話になって受けれたからです」ということを涙ながらに言われて
いるのを聞いて、卒業して40年ぐらい経っているのに、そういう気持ち
を持った人が世界中にいるということは、この事業は素晴らしいことな
のかもしれないとその時に凄く思って、少しでもできることは協力しよう
と、その日から思った記憶があります。
　米山は寄付で成り立っているわけですが、2年前の2530地区の数
字は、平均寄付額が11,552円で全国23位です。普通寄付は財団を
設立した時に「安定収入がないと駄目ですよ」ということで、全国のク
ラブに幾らでもいいので安定して寄付して下さいというのが普通寄付
です。特別寄付の10万円は米山功労者と言われて表彰されます。10
万刻みでマルチプル1回、マルチプル2回という形、100万を超えるとメ
ジャードナーという形で、米山の赤い梅が付いたバッチが貰えます。何
とかロータリーを終えるまでにメジャードナーまでは頑張って行こうと
思っております。私個人としては米山梅吉記念館に行って頂いたり、
この豆辞典を読んで頂いたりして、共感して頂ける方が一人でも増え
て、支援される奨学生が一人でも増えることを祈念致します。

◎本日は地区米山記念奨学会阿部光司委員長には、お忙しい中お
越し頂き誠にありがとうございます。卓話を宜しくお願い致します。

 伊野泰司君
◎阿部米山奨学委員会委員長、ようこそ。
 菅野秀士君、湯浅大郎君、有賀隆宏君
 佐藤聡君、幕田宙晃君、阿部充正君、鈴木則雄君
◎卓話、楽しみにしております。 渡邊邦浩君
◎明日からの親睦旅行、どうぞ宜しくお願い致します。阿部さんの卓
話、楽しみにしています。 大木勝浩君

◎一昨日、ガバナーに随行して滝根RC、常葉RCを訪問して来まし
た。ガバナーの熱意に感銘を受けた一日でした。 平松敏郎君

◎阿部光司委員長の卓話と、もう一つを楽しみにしています。
 橋本謙一君
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