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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          前田会長 

    

 

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 菊地 祐司会員 

 

    

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

菊地 祐司会員  H28. 10. 14（3年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    佐藤  潤会員  Ｓ49. 10. 11（45歳） 

 宮崎 結華会員  Ｓ46. 10. 12（48歳） 

早津 壮史会員  Ｓ47. 9. 28（47歳） 

 亀岡  孝会員  Ｓ29. 10. 3（65歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早津 壮史会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡  孝会員 

 

 

 



・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    舟山 和宏会員  H12. 10. 14 （19年目）    

 福井 克美会員  Ｓ46. 10. 17（48年目） 

木内 治彦会員  Ｓ62. 10. 17（32年目） 

 佐野  実会員  Ｓ57. 10. 3（37年目） 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

福井 克美会員 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

木内 治彦会員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

佐野  実会員    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

先々週、ガバナー公式訪問が無事終了し来週は地区

大会があり、2 か月後には次年度会長幹事が動き出

すということで、まだ 3ヶ月しかたっておりません

が力が抜けた思いであります。 

ですがようやくクラブ内に目を向け、これからのク

ラブ発展のために幹事共々汗を流したいと思ってお

ります。 

最近、高齢者の自動車事故が大変増えていると皆さ

んも感じていると思いますが、実は交通安全白書に

よると高齢者の事故は年々減っているんです。では

なぜ高齢者の事故が目立っているのでしょうかメデ

ィアが高齢者の事故に焦点を当てて、連日報道して

いるからです。 

では何故そんなことをするのでしょうか。もしかし

たら運転の自動化システムの推進が目的かも知れま

せん。あくまで憶測ですが。 

であるならだれが示唆するのでしょうかね。 

この様に国民を誘導するようなテレビ、ラジオから

の報道は数限りないほど溢れています。 

日韓情勢もどこまで信用できるのか皆目見当もつき

ません。 

皆さん、惑わされないよう気を付けて、自ら調べる

ことで真実が見えてくるかもしれません。 

 

 

 



・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。 

それでは 10月第 1例会幹事報告をさせて頂きます。 

 

****    ＲＩ日本事務局より 10 月のれータリーレートは

1＄108円です。 

****    ガバナー月信、ロータリーの友が届いております。

レターケースにございますのでお帰りの際はお

持ち帰りください。 

****    各ロータリークラブ様より 10 月の例会プログラ

ムの例会が届いております。 

****    ガバナー事務所より国際大会と地区オフィシャ

ルツアーのご案内が届いております。 

****    次週 11日、12日と地区大会が御座います、ご出

席の方は事前にご連絡してましたようにお時間

と場所をお間違えないようにお願い致します。    

****    台風 15 号災害義援金寄付のお願いが届いており

ます。    

各資料の回覧させて頂きますのでご一読を宜しくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 菊地 祐司会員  入会記念祝として 

佐藤  潤会員  誕生祝として 

 宮崎 結華会員  誕生祝として 

早津 壮史会員  誕生祝として 

 亀岡  孝会員  誕生祝として 

 舟山 和宏会員  結婚祝として 

 福井 克美会員  結婚祝として 

 木内 治彦会員  結婚祝として 

 佐野  実会員  結婚祝として 

 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    米山奨学会月間に因んで米山奨学会月間に因んで米山奨学会月間に因んで米山奨学会月間に因んで    」」」」        

                                                担当担当担当担当    ロータリー財団・米山ロータリー財団・米山ロータリー財団・米山ロータリー財団・米山委員会委員会委員会委員会    

◆◆◆◆長倉長倉長倉長倉    巨樹彦巨樹彦巨樹彦巨樹彦委員長委員長委員長委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は、ロータリーの米山月間ということで、財団

米山委員長の私より、米山奨学金についてお話をさ

せていただきます。 

特に、米山 梅吉翁について、どういう人であった

のかという点で第 2780 地区奥津光弘パストガバナ

ーが 2011 年の地区協議会でのスピーチの内容をご

紹介いたします。 

米山梅吉さんは、明治元年 2月 4日に東京芝田村町



で、士族・和田竹造の三男として生まれております。

お母さんは、伊豆三島神社の娘さんです。田村町に

は当時、田村屋敷というのがあって、その跡に今で

も「浅野長矩切腹の地」という碑が立っています。

この周辺は、江戸城に最も近いという事でしたので、

旧幕府時代には侍が多く住んでいました。すぐ近く

には、やはり赤穂義士に関係のある「仙台屋敷」と

いうのもありました。乃木大将も、この界隅で生ま

れたといわれています。お父さんの和田竹造は、大

和高取の藩士でしたが、何石の禄を食んでいたかは

分かりません。侍は百石侍といいまして、百からの

物の数に入るといわれていました。 

維新後は、足軽も士族になりましたが、足軽は国許

の仲間屋敷に住んでいるので、江戸に出て田村町に

住んでいたという事は、相当の侍だったと思われる

わけです。お母さんも由緒ある三島神社神官の娘だ

ったので、米山さんはその頃としては、最も教養の

ある家庭に生まれたことになります。お父さんが 5

歳の時亡くなったため、米山さんはお母さんの実

家・三島に帰り、映雪舎という富士山の真正面に見

える小学校に通っていました。神童の誉が高かった

といわれる彼は、長泉村の米山家という家に懇望さ

れて 12歳の時に養子となったのです。 

米山家は駿河の今川家の旗本でしたが、帰農した地

主さん・村長さんもやった家でした。（米山家の一人

娘の春子さんが後の米山夫人）その後、沼津中学に

入り、頭が良く明るく同級生にも愛される少年だっ

たといいます。何事にも積極的で、特に全国で売ら

れていた『頴才新誌（さいさいしんし）』という雑誌

に投稿を始め、夏目漱石と米山さんの文が 1番多く

載せられたとのことです。「このままで行くと自分は

旧家の地主として一生を終えるに違いない」と疑問

を持ち始め、悩み出したのです。梅吉少年は、文章

に自信があり、政治に興味を持ち、演説も上手でし

たので、新聞記者に憧れていたのです。 

そして遂に、明治 16年 12月、黙って家を出て 1人

で箱根の山を越え、横浜まで歩き、そこから新橋ま

で鉄道に乗り、3 日がかりで東京に着いたのです。

東京に出て、銀座の江南学校に入学しました。しか

し、もっと深い勉学を目指して、漢学者の土居光章

先生の書生になります。土肥先生は頼山陽の孫弟子

で、沼津中学校時代に政治の演説を聞いた先生でし

た。しかし梅吉青年は、漢学よりもっと新しい学問

をしたいと思い続け、1 年足らずの間でしたが、井

上馨の娘婿・藤田四郎氏と親しくなり、これが 20

年後の三井銀行入社のきっかけとなるわけです。ア

メリカに行けばさらに新しい学問が出来ると、明治

19年、青山の東京英和学校（現在の青山学院）に入

学します。ここで米山梅吉さんは、本多庸一先生の

教えを受け、アメリカ行きを決意するのです。 

そして米山家との理解も得て、親兄弟にあたたかく

見送られ、アメリカに出発するのです。 

明治 21 年、メソジストの福恩会を頼ってアメリカ

に渡り、ベルモント・アカデミーという高校に入り、

オハイオ州ウェスレアン大学、ニューヨーク州のシ

ラキュース大学で法学を勉強し、8年間の苦学の末、

帰国します。新聞記者では当時収入が少ない為あき

らめ、当時英語のできる人を募集していた日本鉄道

会社に入社しました。この間も勝海舟のところによ

く出入りし、そこで榎本武揚や福沢諭吉とも交流が

出来たのです。鉄道マンになったものの、安月給で

生活は火の車だったといわれています。運良く、井

上馨の推薦で三井銀行に入社。明治 30年 10月、30

歳で銀行マンになりました。しかしソロバンも簿記

も全く分からず、必死で金融を勉強したといわれて

います。生活も安定し、2年目には上役に認められ、

2 年間かけて欧米旅行の視察に行き、この報告は三

井銀行ばかりでなく、日本の銀行の指針として今で

も重用されているといわれています。その時、勝海

舟の推薦で大臣秘書官にと誘いもあり、本人も大い



に魅力を感じたが断ったそうです。三井銀行の常務

取締役となり、第 2次・桂太郎内閣の時、大隈重信・

渋沢栄一と会合を持ち、いつの間に「三井の米山」

ではなく、日本経済界の長者の 1人にみなされるよ

うになりました。大正 3年、47歳の時、『新隠居論』

という論文を発表、「若い人に仕事を譲って公共の事

業について欲しい」という考えを呼び掛けておりま

す。昭和 6年 10月から 4ヶ月、日本帝国政府特派

経済委員としてアメリカに行き、帰国後、大正天皇

より金盃を授与させています。 

大正 9 年の 53 歳の時、日本ロータリークラブを作

り会長となり、我が国にロータリークラブが生まれ

たことは、皆様ご存知だと思います。 

大正 10年、ご長男が 20歳で、昭和元年に次男・駿

二氏が 21 歳で亡くなり、その失望は大変だったと

いわれています。三男の桂三氏は慶応大学の教授を

なされ、今でもご健在です。大正 13 年には、日本

で初めての信託会社、三井信託株式会社（三井信託

銀行）を創立し、取締役社長を務めています。 

昭和 9年、三井財閥の寄付で、社会事業や文化事業

に役立つための「三井報恩会」を作り、理事長とな

ったのです。当時のお金で 3,000万円と言われ、今

の 100億円以上の価値といわれています。 

昭和 13年には、貴族院議員に勅選されています。 

米山さんは、ダンディーで黒っぽい背広に黒い靴と

いう服装が多く、背広はよくブラッシングがかけら

れ、ズボンの折り目も正しく、行動も実に紳士であ

ったと言われています。そして、時間にも非常に厳

しい方でした。また青山学院の院長就任を頼まれた

時は、他の仕事もあって「その任ではない」と断っ

ています。幼児小学校教育にも熱心で、青山学院初

等部として寄付した緑岡小学校も私財で創立し、

『人々にしてほしいとあなたが望むことを人々にも

その通りにせよ。』という聖書の言葉を、いつも話さ

れていたと伝えられます。三井報恩会では、全国の

癩病患者一人一人にお土産を持って訪問、ベッドも

3,000 台寄付、癌治療に必要なラジウムをベルギー

から当時 100 万円を出して研究の為に輸入したり、

国民病といわれた結核のためにも療養所や研究所を

設立、精神病院の設立、また当時不況で貧しかった

東北の農村に多額のお金を出し、息を吹き返した村

も多く、ある村には米山先生の書かれた字の記念碑

も立っています。また、羊毛の資源を増やすため、

ニュージーランドから 5,000頭以上の羊を輸入して

農家に飼わせたりしています。 

また、多くの学問の研究・実験の為、お金を出した

り協力したりと、数えきれないボランティアを行っ

ておりました。日本全体を見つめ、世の中の流れを

考えての報恩会の仕事は、ロータリー精神を持った

米山梅吉翁のリードによるもとだと思います。 

昭和 15 年、日支事変が起き、ロータリーができて

20 年で解散せざるを得なくなりましたが、「水曜ク

ラブ」と名を変えて、ロータリーの精神は戦時中も

続けられました。そして戦後の昭和 24 年の日本ロ

ータリー国際復帰の報は、米山先生は天国で知らさ

れたわけです。生前多くの、特にアジアの留学生や

国内の苦学生に、無名で多額の援助を惜しまなかっ

た先生の遺徳を偲んで、今、RIでも注目している「ロ

ータリー米山記念奨学会」が生まれ、現在に至って

おります。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１０月１１日（金）休会（地区大会の為） 

１０月１９日（土） 

「 家族同伴 秋の紅葉親睦例会 」移動例会 

会場 赤いベレー 10：45～ 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        前田会長 

今週の会報担当：木内治彦会員 


