
                                                                         

 

本日の例会（第１５６４回） １０／１６（水） 

◆臨時クラブ総会を行います。 

◆卓話紹介会員 阿部 美男君 

◆スピーカー 名古屋ＲＣ 青少年奉仕委員長 

        名古屋ＹＭＣＡ  前 総 主 事 加藤 明宏様 

        南山幼稚園 園 長 

◆題    名 新世代から青少年奉仕へ 

次回の例会（第１５６５回）  １０／２３（水） 

◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

（時間：午後５時 30分～  会場：アパホテル名古屋錦） 

第１５６３回例会記録 １０／９（水）曇時々雨 

◆司    会 梅田  渉君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 国際ロータリー第 2760 地区  

                米山記念奨学委員会 委員  坂井 則夫様 

◆来訪者紹介  東京銀座ＲＣ 常磐津文字兵衛君 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1561回例会 

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  30名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  81.08％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

10月 2 日は、職場訪問ご苦労さまで

した。その後の懇親会も大変楽しい一日

を過ごすことができました。 

秋らしい一日と言いたいところです

が、6日の日曜日は、30 度を超える真夏日となり、名古屋における真

夏日気象記録を塗り替えたとの新聞報道もなされました。 

秋の季節感が感じられないと思いきや、周囲の自然は、少しずつ秋

の気配が深まりつつあります。 

 

 

毎日犬の散歩をしておりますが、田舎での散歩コースは、田んぼの

真ん中です。1 ヵ月程前は、30分も散歩すれば、犬は暑さにまいり、

すぐに家に帰りたいという仕草をしましたが、今は 1 時間ぐらい歩い

てもご機嫌であります。おかげで食欲も増し、我が家の犬は、ブリー

ダーからダイエットを命じられています。食欲との戦いは、食い意地

のはった我が家の犬にとってはつらいのか、食事をこぼした私の服を

よく舐めております。しかしながら、よくよく犬の目を見れば、舐め

ている私の服より服の下にある私の脂肪と赤身に興味があるのではな

いかと、疑いたくなるような気配もします。食欲の秋も、人間様だけ

にして欲しいと願う次第です。 

そして、散歩コースの田んぼの稲も来週には稲刈りだそうです。朝

日に生え、一面金色の世界の中の散歩は、秋の景色を感じさせます。

日曜日は、定例の岐阜の金華山散策をしておりますが、登山コースに

は、栗が一面に落ちておりました。長良川で落ち鮎漁の網が張られて

いました。秋は、日々深まります。食欲を抑えることは、中々難しい

と思いますが、秋の収穫を楽しみにということで、本日の挨拶とさせ

て頂きます。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(10/9)は臨時クラブ総会を行いますので、よろしくお願い

致します。 

2.今月は米山月間です。本日はＲ.Ｉ.第 2760 地区 米山記念奨学委員

会 委員 坂井則夫様をお招きしております。後程、月間に因みまし

て卓話をして頂きますので、よろしくお願いします。 

3.11月 2 日～4 日に久屋大通公園で開催されます「ワールドフード・

ふれ愛フェスタ」のチケットが届きましたので、お持ち帰り下さい。 
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卓  話 

米山月間に因んで 

国際ロータリー第 2760 地区 

米山記念奨学委員会 

委 員  坂井 則夫 様 

こんにちは。ただ今、ご紹介いただ

きました第 2760 地区 米山奨学委員

会の坂井です。所属は名古屋西ロータリークラブです。どうぞ、よろ

しくお願いします。 

また、10月は米山月間と言うことでお招きいただき、皆様の貴重な

お時間を賜り、誠にありがとうございます。 

時間も少ないので、早速、本題に入らせていただきます。 

まず、第 1は米山奨学事業とは何か、です。 

 日本のロータリーの父「米山梅吉氏」によって 1920年に創立され

た東京ロータリークラブが、氏の功績を偲び、1953 年米山という名

称を冠して奨学制度「米山基金」を創設しました。 

「今後の日本の生きる道は平和しかない。それをアジアに、そして全

世界に理解してもらうには、ひとりでも多くの留学生を迎え入れ、平

和を求める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、日本

のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」 

事業創設の背景には、当時のロータリアンのこのような思いがあっ

たそうです。 

これがやがて、「月にたばこ 1 箱を節約して、留学生支援に」をスロ

ーガンとして全国のロータリークラブの共同事業になり、1957 年９

月に「ロータリー米山記念奨学委員会」が発足し、現在へと発展して

きました。 

さて、この米山記念奨学金が、ほかの団体の奨学金制度と大きく異

なる点は、世話クラブとカウンセラー制度です。 

 奨学金をただ支給するだけではなく、奨学生は世話クラブの例会や

奉仕活動に参加し、カウンセラーを始めクラブのロータリアンと交流

することによって、日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢

献の意識を育て、将来、国際平和の創造と維持に貢献する人となるこ

とが期待されています。 

また、もう一つの特徴は、他の多くのプログラムが世界のロータリ

ー共通の事業であるのに対し、米山奨学は日本のロータリー独自のも

のということです。 

この事業は日本最大の民間奨学事業で、現在、年間 13 億円の費用

で、毎年 700人に奨学金を給付して、これまで世界 121 カ国の 1 万

7500人の留学生を応援してきました。 

企業の基金でもなく、特定の個人の資産でもなく、日本の 9 万人の

ロータリアン一人一人の善意の寄付で、毎年 13 億円を集めると言う

ことは、素晴らしいことだと思います。 

当 2760 地区では、毎年 30人程度の留学生をお世話しています。

奨学金は学部生には 10 万円、マスター・ドクターには 14 万円が   

1、2 年間支給されます。 

この費用は、クラブを通じて行われる普通寄付と特別寄付によって

賄われています。現在、名古屋名北クラブの皆さんは 5,000 円の普通

寄付をされています。特別寄付は任意の寄付で、累計 10 万円で米山

功労者表彰が行われます。お手元の資料では、みなさんお一人当たり

18,054 円の寄付をいただいています。 

次に第 2 は、米山記念奨学事業の現状の問題です。 

1995 年に全国で約 13 万人のロータリアンから約 20 億円の寄付

が集まったものが、長引く経済の停滞もあって、2013 年にはロータ

リアンは 8万 8,000 人、寄付金額は 13億円、いずれの数字も 35%

の大幅ダウンとなっています。 

その結果、99年からは特別積立財産を取り崩し、2005年からは採

用人員を 1000 人から 800人、更に 700 人に減らし、加えて奨学金

も減らしています。 

お手元の資料では、2760 地区は一人当たり 17,000 円で全国第

10位の状況です。しかしながら、この数字には訳があり、数年前、当

地区から 1 億円を寄付された方があり、これを 10 年間にならし毎年

1,000 万円で計算しています。当地区は約 5000 人の会員ですから、

一人当たり 2,000 円で、実質は一人当たり約 15,000 円になり、ち

ょうど全国の平均ということになります。 

現在、米山記念奨学会では一人当たり年間 2 万円のご寄付を目標に

さまざまな活動を展開していますので、当クラブの皆さんにおかれて

も、是非、ご協力をお願い申し上げます。 

イギリスの宰相 チャーチル卿は次のような言葉を残しています。

「人は得るもので生計を立て、与えるもので人生を築く」・・・・・・

もう一度繰り返します。 

「人は得るもので生計を立て、与えるもので人生を築く」 

ただ、私たち地区米山奨学委員会は、いたずらに寄付をお願いする

ものではなく、この寄付が生かされる現場を各ロータリアンに実感し

ていただくことに主眼をおいています。 

そこで、これから、皆さんのご芳志がどのように感謝され役立って

いるかをお話しさせていただきます。 

中国学友会を設立されたジ・ジョンさんが以前に 2590 地区の地区

大会でされた記念講演を抜粋してご紹介したいと思います。 

この2590地区は、横浜・川崎地区で個人の米山寄付額が約29,000

円と日本一で、この 2760地区の約 2 倍あり、大変、米山事業に熱心

な所です。 

ジ・ジョンさんは、1969 年生まれ、1995—97 年の米山奨学生で 

東京臨海 RC がお世話されました。北京大学法学部卒業後、東京大学

大学院修士課程、ハーバード大学博士課程を終了後、北京に弁護士事

務所を設立されました。米山記念奨学会に毎年寄付して合計 370万円

のメジャードナーです。それでは、ゆっくり読ませていただきます。 



「ロータリー精神」とは国境を越えて、政治問題を越えて、歴史問

題を越えて、将来必ず宗教と紛争問題をも越えられる、人類が共有す

べき基本的な価値観を追求する精神です。また、「ロータリー精神」は

利他主義です。 

これは、西洋で生まれた考え方ではありますが、洋の東西を問わず

人類共通の精神です。これが「ロータリー精神」というものの私の理

解です。 

東洋の言葉で「ロータリー精神」を説明すると「敬天愛人」という

言葉がもっとも相応しい言葉ではないかと思います。これは、私のも

っとも尊敬する日本人、西郷隆盛の言葉です。天命を敬い、人を愛す

る。自分のやることが天命に従っているのであれば怖いものはない。

どのような困難であっても乗り越えられる。自分の夢は「ロータリー

精神」の理想的な具現者になるということす。それは「敬天愛人」と

いうような人になりたいということです。 

私がこのような夢を持つようになった理由は、ロータリーと米山記

念奨学会との出会いがあります。私の人生のもっとも大切な時期に出

会って、私の人生に大きな影響を及ぼしました。 

私は、高校時代の 18 歳のときに、中国共産党のメンバーになりま

した。これは高校生にとって、大変な名誉です。そして、北京大学の

法学部に入ることができました。しかし、1989 年、私が 20 歳、大

学 2 年生のときに、天安門事件が起こりました。私は学生側の一員と

して、この運動に参加しましたが、共産党のメンバーとして、共産党

に反対する学生運動に参加することに、ものすごく心が痛みました。

でも、共産党のメンバーである前に、私はひとりの人間です。人間は、

まず自分の良心に従わなければならない。そして私は自分の良心に従

うことに決めました。それが私という人間だからです。 

大学時代は、そんな活動もしましたが、なんとか卒業できました。

しかし、大学院には進学できない。当時、仕事はすべて国から与えら

れます。だから仕事もない、パスポートも発行してもらえないので、

外国へ出ることもできない。中国ではもう夢が持てない、進むべき道

が見つけられない。それでも、1991 年の卒業の翌年、やっとパスポ

ートが取れました。当時、一番行きやすい国、それは日本でした。 

日本に来たころが一番苦しい時期でした。この苦しさは、肉体の苦

しさとか、仕事の苦しさとかではありません。一番苦しいのは、夢が

持てなかったことです。道を見つけられない、心の苦しさです。 

私は日本での初めての休日に、東大に行ってみました。東大のキャ

ンパスの中を歩きました。そのときに「この大学の学生になろう」と

いうひとつの夢が生まれました。そして努力が報われて、入学試験に

合格して、東大の正式な学生になりました。そのときに、ロータリー

クラブ、米山記念奨学金制度と初めて出会います。 

私は米山記念奨学生となって、奨学金を貰うことができるようにな

りました。毎月 15 万円です。この 15 万円が私にとってどのように

貴重だったか。お蔭様で、妻も日本に呼ぶことができました。私は、

前年に設立されたばかりの東京臨海 RC に、1995 年から米山記念奨

学生としてお世話になり始めました。東京臨海 RC は、全クラブの力

を挙げて私を応援してくれました。そんな日本での生活中に、また私

は新しい夢を持ちました。それは国際的な弁護士になることです。そ

のためには、英米法の教育を受けなければならない。英語が上達しな

ければならない。アメリカに留学しようと決心し、私はアメリカ行き

の準備を始めました。そして、ハーバード大学を卒業し、ニューヨー

ク州で弁護士試験に合格しました。それでアメリカのローファーム（法

律事務所）に入って仕事を始めました。でも、2、3 年経って、新しい

夢を持つようになりました。それは「中国に帰って、中国の弁護士と

して、中国で勝負したい」ということです。でも、当時は凄く迷いま

した。アメリカは良い国です。自由で、その自由さが大好きです。ア

メリカやアメリカでの生活をすべて捨てて中国に帰ることは、まわり

の中国人には想像さえできないことです。まわりのアメリカ人にとっ

ても想像できないことです。 

私は半年くらい悩みましたが、最後には決心しました。アメリカで

の生活をすべて捨てて、中国に帰りました。 

片方は間違いなく手に入るお金、大手事務所のパートナー。もう片

方は全然見えない将来、お金が稼げるかどうかさえ分からない、でも

自分の事務所を作るからには自分の貯金をすべて投資しなくてはなら

ない。もの凄く迷いました。それで 2004 年、自分の事務所を作りま

した。当時 4人で始めましたが、今は 70 人を越えました。2008年

には上海にも事務所を開設することができました。 

そして、この事務所は 2008 年、2009年、2年連続して、アジア

の有力な法律の雑誌に「中国で一番発展の早い事務所」に選ばれまし

た。この 6年で自分も弁護士として成長しました。 

でも、新しい悩みが生まれました。次の夢です。私は夢がなければ

生きることができない。次の夢は？ 

弁護士として一番素晴らしい案件を担当し、事務所も 6 年かけて中

国でも一流の事務所と言われるようになるまで成長させました。 

次は何ですか？お金？お金もある程度稼ぎました。毎年、お金のた

めに仕事をする…そんな弁護士は嫌です。それには刺激がない。次の

夢は？これが 2008 年頃私の悩んでいたことでした。 

私は 2007 年から毎年 50 万円（日本円）ずつ米山記念奨学会に寄

付しています。そんなときに、米山奨学会の坂下事務局長が次のよう

なお話をされました。 

「これまでに支援した米山奨学生 14,000 人中に中国からの留学生

は 3,500人くらい、一番奨学生の多い国は中国です。でも、その奨学

生が一番多い国に学友会がない。台湾にも、韓国にもあって、中国に

はない。是非、中国に学友会を作って欲しい」 

私は 18 歳で北京大学に入って、東大、ハーバード大学に入学、ア

メリカで弁護士、中国で弁護士になりました。そして、中国で創業、

その事務所を一流と呼ばれるまでに成長させてきました。そうです、



それはすべて私のためです。私のために、私は 40 歳まで一生懸命に

頑張ってきました。 

でも、今感じることは、自分のために何をしても、そこには限界が

あるということです。ロータリーの創始者もシカゴの弁護士です。彼

も私と大体同じくらいの年齢でロータリークラブを発想し、作りまし

た。多分彼も私と同じように自分のために事業をやって来たが、本当

にそれで良いのかと考え、自分の人生の意味はどこにあるのかと悩ん

だのではないでしょうか。そのような質問が常に自分に対して問われ

ていると思います。だから、私はポール・ハリスさんの気持ちがよく

理解できます。 

そして「これから生きることは自分のためではなく、他人のために

なるようにしよう」と考えられるようになりました。そして学友会を

通じて、我々は活動を開始しました。 

ある本で読みましたが、人の幸福、幸せに 5 つの要素があるという

ことです。まず 1 番目が仕事。仕事場で意義ある仕事ができるかどう

か。やり甲斐ある仕事ができるかどうか。仕事に対する決心、熱意が

あるかどうか。これが一番大切です。 

次に 2 番目は経済的な余裕。お金持ちでなくても、経済的な余裕が

なければ幸せにはなれない。 

3 番目は人間関係。周りの人からの認可、評価、認められているか

どうか。 

4 番目は健康。 

5 番目は環境。安全、綺麗な環境です。 

私はマネージメントパートナーとしてこれを読んだときびっくりし

ました。人の幸せに影響する 5 つの要素の中で、4 つが職場に関係す

るものです。仕事、給料、人間関係、職場環境。 

健康もある意味で仕事に関係します。仕事をやりすぎて健康を壊す

こともありますので。そう考えると、人の幸せは、すべてその人の仕

事に関係していることになります。 

人の幸せのために、自分の事務所はどうしたらよいのか。事務所の

皆が幸せになれるには、どうしたら良いのか？だから決心して、みん

なに宣言しました、「一番幸せな事務所になりましょう」と。全員が賛

成することはできないことは分かっています。お金がなければどうす

る、ビジネスができなければどうするのだと。私はそんなことは問題

ないと答えます。 

何故？天命に従っていれば怖いものはないからです。人を愛する行

動であれば、絶対に成功する。敬天愛人。 

最後に、私が皆さんに言いたいことは、ロータリーと米山記念奨学

会との私の 2 回の出会いであり、その出会いに対する感謝の気持ちで

す。1 回目は私が一番苦しいとき、最低の生活を維持するときに金銭

的な援助をしてくださいました。妻もいて、一番苦しいときです。2

回目は、私が中国で成功したとき、夢を失いかけていた私に、夢を与

え、道を教えてくれたときです。私が、ロータリアンの皆様から、そ

して米山記念奨学会から頂いたものは、奨学金や友情だけではなく、

人生の価値観と生き方です。私の夢は皆様から学んだことを実践して

「ロータリー精神の理想的な具現者になる」ことです。 

 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

坂井 則夫様（地区米山記念奨学委員） 

卓話をさせていただきます。 

阿部 美男君 

あした天気になぁーれ。 

加藤あつこさん 

職業奉仕見学会の懇親会ではたいへんお世話になりました。 

【本日は坂井則夫様の卓話です。よろしくお願いします。】 

宇都木  寧君 岩田  滿治君 半泊  與則君 横井  尚啓君 

足立陽一郎君 古川  康司君 渡邉  泰彬君 入江由希子さん 

西脇  良一君 星川  直志君 木村  雅一君 藤原  研一君 

遠藤  友彦君 香田  研二君 梶川  久雄君 横井    登君 

梅田    渉君 

石黒    勉君 

 

尾關實津成君 

小關  敏光君 

 

松岡  三明君 

杉浦  定文君 

 

西脇  多吉君 

赤崎  守弘君 

 

 


