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選挙と台風
昨日は選挙と台風で大変だった方もい
らっしゃるかと思いますが、選挙結果は
ほぼ決着し、台風も山形県内には大きな
被害なく、日常生活に戻れそうです。
さて、先週土曜日には鶴岡東ＲＣ創立
３０周年記念式典があり、五十嵐幹事と
後藤会計に出席していただきました。
米山梅吉
今月は米山月間であることと、米山
奨学生に来ていただいたことから、米山梅吉氏について、お話し
します。米山氏の三大功績と言われているのが、日本最初の信託
銀行である三井信託株式会社を創立し、初代社長になったこと、
現在の青山学院初等部及び幼稚園を私費で創立し、初代校長に
なったこと、そして日本最初のＲＣである東京ＲＣを創立し、初代
会長になったことです。これ以外に、私費を投じてさまざまな社
会奉仕活動を行いました。
米山奨学会
東京ＲＣは米山氏の遺徳を顕彰し、昭和27年に米山奨学制度
を創設して留学生への奨学金支給を始めました。しかし、一クラ
ブで維持するのには限界があり、昭和32年に国内全クラブの合同
事業とし、また昭和42年には財団法人・ロータリー米山記念奨学
会が設立されました。
米山奨学会は、民間の奨学制度としては日本最大のものであ
り、その特徴は、ＲＣが世話クラブになり、一人の会員がカウンセ
ラーとなり、個人的ケアを行うことです。奨学生は、クラブの例会
に出席することにより、さまざまな職業、世代の会員と交流するこ
とによって、多方面から日本を理解することができます。社会的に
も評価の高い制度であり、ご協力のほどよろしくお願いします。

幹事報告

五十嵐

信 幹事

●「大津東ロータリークラブから大きなリーフパイを頂きま
した。食事の際にお召し上がりください。
●本日6時から、第2回目のクラブ協議会を山形グランドホ
テルで開催します。ご出席なさる方は遅れずにお出でいただ
きたく思います。
●10月21日、鶴岡東のロータリークラブの30周年の記念式
典があり、前々回ゲスト卓話をして頂いた酒井さんのお父
様、18代目酒井家のご当主から西郷南洲についての講演があ
りました。
●今週から、ネルソン君がテーブルを回って、日本語の勉強
をします。皆さん、よろしくお願いします。

Yamagata West Rotary

ニコニコBOX
冨田浩志さん／山形商工会議所120周年にて、表彰をいただき
心より感謝申し上げます。
門馬 孝さん／8回目当選された遠藤代議士は東京オリンピッ
クを担当されているので目標が達成できて喜んでいるでしょう。
佐藤章夫さん／母高の同窓会総会で私たちの学年が喜寿の祝
いを受けました。私自身はまだ1年先のことですが、昭和16年
生まれと同期です。
飯田喬之さん／山形市芸術祭が今日からアズで開催されていま
す。是非、ご覧下さい。合わせてドルさん、スーさん、松村さ
んを歓迎してにこにこします。
柴田健一さん／ITを活用した業務効率化のセミナーを、日本を
代表するITサービスプロバイダーを招いて開催致します。生産
性を上げるために、今やITは欠かせません。
東海林健登さん ・ 芦野 茂さん／本日のゲスト卓話に奨学生よ
りアリウンボロド・スガルマーさんと学友会からは西クラブでお馴
染みのガラバドラフ・ムンフドルさん、また天童ロータリークラブ
より松村カウンセラーをお招きしての卓話大歓迎いたします。
半田 稔さん／米山奨学生のスガルマーさんと当クラブでお世
話をしたムンフドルさんをお迎えできましたので。
松村澄男さん／なごやかな山形西クラブに久しぶりに出席させて
頂きました。ドル、スガルマー、とモンゴルからの留学生が増え
ています。来年も留学生が来ます。これからもご支援宜しくお願
いします。
晋道純一さん／去る10月13日、京王プラザホテルで開催され
た第27回全日本シール・ラベルコンテストにおいて平成13年
の受賞以来2度目の経済産業大臣賞を受賞することができまし
た。何ごと3回という言葉もありますので、これを機に更なる
デザイン力と新しい印刷技術力に挑戦して3度目の経済産業大
臣賞の実現に邁進してまいります。ありがとうございました。
鈴木隆一さん／去る10月21日（土）
、山形商工会議所創立120
周年式典、コンサート、祝賀会が盛大に開催され、無事修了し
たことに感謝してニコニコします。
清野伸昭さん／10月21日（土）山形商工会議所創立120周年
記念式典がみなさまのご協力により盛大に修了することができま
した。その席上1578年創業で山形市内ではもっとも歴史のある
「
（株）
とみひろ」様 他116社、永年継続会員「愛和建設」様はじ
め114社が顕彰されました。心からお礼とお祝いを申し上げニコ
ニコします。
小林廣之さん／先週開かれた日本矯正歯科学会で学会認定専
門医更新試験に合格しました。向こう5年間引き続き学会専門医
として登録されます。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：大沼デパート 7F ローズルーム TEL：622-7111
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

思っています。そして、就職の採用試験でもすごく思い出深いもの
がありまして、自分の推薦状を10人以上の方からもらわなければな
らない課題がありました。山形でできた絆や山形で私を支えてくれ
ている人たちを改めて感じ、感謝する気持ちになりました。

ゲスト卓話
米山奨学生卓話
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アリュンボルト・スガルマ さん（米山奨学生）
モンゴルの経済を発展させたい

モンゴルの首都、ウランバートル市で生まれ育ち、ドルさんの後
輩になります。今年の２月に初めて日本に来ました。そして４月から
米山奨学生として天童クラブにお世話になっております。今は山形
大学の人文学部で経済学を学んでいます。
中学校2年生の時、初めて日本式の新モンゴル学校に入学しまし
た。その学校は山形大学を卒業したジャンチブ・ガルバドラッハ先
生が山形県の方々の支援で設立した学校です。日本人の真面目で
お互いのことを思いやる国民性が日本のこんなに高い発展に絶対
つながっていると思いました。高校1年生の時に、ボランティア活
動に参加していました。その時、小さな子どもたちが食べ物もなく
て学校にも行けずにいる状況を見て、どうしたらこの人々の生活を
良くできるのかを考え、経済を発展させることがいちばん広い範囲
で多くの人々を助けることができると思いました。将来的に経済学
を学び、国の発展に貢献してそのような人たちを助け、自分で証券
会社を作るのが夢です。
私は天童クラブに所属し、毎月の例会に参加してもう6カ月にな
りました。例会やロータリークラブのイベントを通じて個人的にすご
く成長でき、さまざまな大切なことがわかりました。ロータリーの
ような、奨学生と身近に、親密になってくれるところは他にないと
思います。皆さんに心より感謝申し上げます。くじけそうになった
時、
「私がこの世に生まれてきたのは、私でなければできない仕事
が何かひとつこの世にあるからなのだ」
、この言葉を自分に言い聞
かせています。ロータリークラブの皆さんがいたから、安心して勉
強をがんばることができていると思います。

ガラバドラフ・ムンフドル さん（米山奨学生）
就職活動

スガルマ、スーちゃんとは同じ大学で同じロータリーの奨学生と
いうことで、すごく交流が深まっています。彼女は4月に日本に来た
んですけれど、もうずっと一緒にやってきたかのような気持ちがして
います。
4年生になってからのことを申し上げますと、4月はもうあれよあ
れよという間に過ぎていき、5月、6月は就職活動をしておりました。
6月例会の時にも報告したとおり、あさひ会計で内定をいただいて
おります。ありがとうございます。日本ならではの就職活動で、い
ろんなところにエントリーしていく活動を経験して、そのこと自体が
すごくシステム化されていて、人事の方ともお話をする機会もあっ
て、自分を見つめ直す機会だったと思っています。日本ならでは
のこの経験を得られたことは、とても私にとってプラスになったと

7月は、1週間さくらんぼの箱詰め作業をさせていただき、モンゴ
ルではフルーツが少ないので、うらやましいぐらいの収穫でした。
8月から9月上旬にかけての1カ月は、モンゴルに帰国しました。父
方の実家のほうに行き、自分のルーツを少し考える旅行になりまし
た。今回モンゴルへは、スーちゃんと一緒に北部の湖や南部の砂
漠を旅行しましたが、日本の自然の美しさとモンゴルの自然の美し
さって違っていて、皆さんにもぜひ感じてほしいので、モンゴルにご
案内したいと思いますが、いかがですか。9月にはゼミの強化合宿
3日間を経て、10月はラ･フランス収穫のアルバイトの日々でした。
11月から1月にかけて卒業論文の制作が滞りなく進めば、2月には
卒業旅行でタイに行きたいと思い、それを目標にアルバイトをがん
ばっていきます。そして3月に卒業して、
4月からは社会人になります。
山形の学友会と、米山学友会に所属しています。米山学友会
は、米山OB・OGの会です。7月からこの会の幹事長という、光栄
な役職をいただいて活動しています。10月は米山月間、11月には
総会もありますので、そこからまた心機一転、学友会としてもがん
ばって活動していきたいと思っているところです。

松村 澄男 氏（米山奨学学友カウンセラー）

西クラブの皆さんは、2800地区では最先端を走っていただい
て、本当に感謝を申し上げたいと思っております。ありがとうござ
います。西クラブがなければ、2800地区のドーネーションは、と
ても予算に達成しないと考えております。大久保地区委員長のお
かげで、一昨年が1万円、去年が1万1000円、そして今年が1万
3000円か4000円ぐらいまで、皆さんの寄付が増えてきているこ
と、たいへん喜んでいるところでございます。
今、ごあいさつしていただいたおふたりを見るとよく分かります
が、スーちゃんは、まだまだ、一生懸命に話している、しかしド
ルさんは、お話にかなり慣れてきた感じですね。
スーちゃんのお父さんは、新モンゴル高校を立ち上げた「柱一
本の会」4人のうちのおひとりの大学教授であります。
ドルさんのお母さんのお友だちが、すばらしい個人のツアーを
企画してくれる方なので、個人で行かれるときは、ぜひお願いを
して、モンゴルの本当に見たいところを案内してもらえると思いま
す。モンゴルからの学生をぜひ、皆さん愛してあげてください。

委員会報告
ロータリー財団委員会

長澤

裕二 委員長

11月はロータリー財団月間です。新入会員の方もひとり100ド
ル、全員ひとり100ドルです。よろしくお願いします。10月現在、
15万2100円で、目標に対しては9％の達成率になっています。来
月は100％を超えるように、是非ご協力をよろしくお願いします。

＜本日出席・修正出席＞
本日出席（10/2）

メークアップ
された会員

会員総数

出席会員数

102名

62名

修正出席（10/2）

（山形中央）酒井 啓孝、遠藤栄次郎、朝井
大西 章泰、木村
孝
（山

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

102名

91名

85名

93.41％

正夫、遠藤

正明、小林

廣之、橋本

孝、浦口

形）山賀

賢司、堀田

（山形北）細谷

伸夫、山賀

賢司、安部

弘行、橋本

徳光、木村

（山形東）橋本

徳光、安部

弘行、浦口

太門、武田

良和

徳光、石井

稔
太門

雅浩、武田

良和

