
 

  

例会記録  

会員総数    46名   出席会員数 32名 

 ゲスト          0名   その他     1名 

 ビジター    1名   事務局     2名 

 海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名   出席率   71.11％ 

 ──────────────── 

2 月 5 日 Make-up後の 

出席率 82.22％ 
 

   【今週の MU状況】 

  浅野・須藤・内田会員（3/5地区研修ｾﾐﾅｰ） 
  浅野・久保田会員（3/7 東京 RC） 

 

         

 

 

 

 

ニコニコボックス  

中谷会員：２月欧州出張、３月台湾ﾛｰﾀﾘｰ旅行から 

無事帰国 

井関会員：ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁをさせて頂きます 

久保田会員：台湾旅行、浅野さん皆様ありがとう。 

荘村会員：台湾へ行ってきました。浅野さん、何から 

 何までありがとうございました 

新保会員：日台親善会議に楽しく行ってきました 

若林会員：楽しく台湾へ行ってきました、皆様ありが 

とう。台湾のゴルフ場は結構荒れてました 

時園会員：仕事の為、台湾旅行ドタキャンしました。 

 申し訳ございません。 

結婚記念日：筒井会員（１日）荒川会員（7 日） 

    佐藤会員（16 日）中谷会員（26 日） 

夫人誕生日：乳井会員（7日）奥会員（7 日） 

    貞國会員（27 日） 

 

 

 

次回予告  

 

☆３月１９日は休会です 

   （定款による） 

☆次回例会は３月２７日（火） 

18：00～ 観桜会 

 （夜間移動例会） 

     

    

会長報告 

1） ようやく、暖かな陽射しが感じられます。 先週は、日台親善会議に参列し、親睦の夕食会を楽しんで参り 

ました。50周年祝賀会まで100日をきりました。 みなさまの一層の御協力をお願い致します。 

2）米山奨学生のチャンさんは今月で奨学生としては終了です。終了証書がございますので、お渡し致します。 

3）２月 21日の地区大会にて、当クラブとして表彰を受けました。（全会員が寄付達成、全会員が＆100以上 

の寄付達成、「End Polio Now」歴史に１ページを刻もう キャンペーン感謝の 3部門で表彰されました） 

 

幹事報告 

1）台湾親睦会にご参加のみなさまお疲れさまでした。 

2）4月11日には福島南RCの観桜会に是非ご参加下さい。飯館村小中学校への教材贈呈式も行う予定です 

3）50周年記念事業のひとつに、記念切手を作成します。 切手に使用すること全会員の写真を4／9日に撮影し 

ます。 11：１５にオータニのガーデンコートにお集りください。  

4）本日６時から、井関会員の歓迎会を維新號にて開催され致します。多くの皆様お集まりください。 

5）27日の観桜会の出欠を至急お知らせください。 

6）例会終了後、定例会理事会がございます。該当の方はお残り下さい。 
 

50 周年祝賀会まであと 91 日 

  本日の例会プログラム 

第 25回例会 2018.3.12（＃2195） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  時園君   会費係     蔵本君 

受付係   濱田君  荒川君 

 司会者 保科君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 地引君 

卓話 「動脈硬化を防いで健やかに年を重ねよう！」 

（新しい血管硬化度指標で発症予防） 

志成データム代表取締役 斎藤 之良氏 

紹介者 若林会員 
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人類に奉仕するロータリー 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 25回例会 2018.3.5（＃2194） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  地引君   会費係     崎山君 

受付係   駒井君  若林君 

 司会者 保科君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君 

卓話 「イニシエーションスピーチ ＆ 

米山奨学生として」 

井関貴博会員（1/1入会中谷会員紹介） 

米山奨学生 グエンドアンチャンさん 

 

 

 

 

  2016〜17 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  John ･F・GERM  

 



 
 

  
 

 

 

米山梅吉物語 

講談師 一龍斎 貞花氏（2/5卓話 中谷会員紹介） 

 

 

 

今日は、日本に初

めてロータリークラブ

を設立した米山梅吉

についてお話ししま

す。 

 1917（大正 6）年 10

月、政府の財政経済

委員会委員として訪米した三井銀行常務取締役の米山

は、ロックフェラー財団がいろいろな社会福祉事業を行っ

ていることを知りました。そして、「成功した全ての老人た

ちは早く隠居して、社会のために尽くしてほしい」とする

「新隠居論」を発表しました。これは渋沢栄一にも大きな

影響を受けています。そして 1920年、三井物産ダラス支

店長福島喜三次のゲストとしてダラス RCの例会に出席

したことが、社会奉仕活動への気持ちを一層強めました。 

 米山は 1868（慶応 4）年、大和国高取藩士・和田家の三

男として江戸に生まれ、5歳のとき、父の急死に伴い、静

岡県三島神社の宮司である母の実家に身を寄せました。

地元の旧家である米山家の養子となったのですが、間も

なく渡米し、キリスト教福音会の世話で皿洗いをしなが

ら、オハイオ州ウェスレアン大学などで政治学、経済学を

学び、8年の留学を終えて帰国しました。 

 そうして新聞記者になったものの、収入は少ないもので

した。そこで、通っていた土居光華塾の先輩で井上馨の

女婿藤田四郎を頼り、井上の紹介で 30歳のとき三井銀

行に入行しました。貸借対照表も分からない男が 30歳の

遅いスタートを切ったのですが、海外の知識、英語力、優

れた文章力を生かしてどんどん頭角を現し、入社 9カ月

後には神戸支店次席となり、給料も初任給の 4倍となっ

たといいます。入行 13年目には、池田成彬とともに 43

歳で常務取締役に就任しました。 

 ロータリークラブは 1905年、シカゴの青年弁護士ポー

ル・ハリスの提唱で発足し、公正な取引と親しい友人を増

やすことを目的とする集まりとして発展しました。米山は、

福島が日本に帰国したのを機に知人・友人に働き掛け、

1920年 10月 20日、東京ロータリークラブを創立しまし

た。 

 創立メンバーはいずれも当時の財界の主要人物で多忙

を極め、会合出席やクラブ活動は順調ではありませんで

したが、会長の米山は海外出張以外は必ず出席し、ロー

タリーの大切さを説き続け、大阪にも RCが誕生しまし

た。そんな中、1923（大正 12）年に関東大震災のニュース

が海外に伝えられ、世界各国の RCから総額 8万 9800

ドルもの義援金が送られました。それを機に、東京 RC も

改めてロータリー精神に目覚め、東京の孤児院に「ロータ 

 

 

 

リーの家」を新築したほか、焼失した 188の小学校の復

興、殉職警察官の遺族への救援活動を行うなど、本格的

な社会奉仕活動を始めたのです。 

 このような活動に刺激を受け、神戸、名古屋、京都、横

浜、京城、奉天、台北などにも RCが設立されました。

1936（昭和 11）年には、日本の RC数は 300を数えまし

たが、戦局は風雲急を告げ、国際 RCからの離脱を余儀

なくされました。しかし、終戦後の 1950年 3月、日本はロ

ータリーに復帰し、現在の盛況を迎えています。 

 米山は米留学中、公益事業を行う仕組みである信託銀

行のことを知り、1914（大正 3）年に三井信託株式会社を

創立しました。日本最初の地下鉄浅草線は、三井信託の

融資で完成したものです。1936年には三井報恩会の理

事長に就任し、「三井はもうけるべからず、散ずべし」をモ

ットーに、がん研究所への支援、全国ハンセン病療養所

への助成、結核患者収容施設の建設、国民健康保険制

度の実施など数多くの文化事業を実施しました。さらに、

夫婦で返済金なしの奨学金制度の創設や青山学院の幼

稚園・小学校の校舎寄贈などをしています。 

 米山の志を受け継いで 1952年、東京 RCで始まった奨

学助成金事業はやがて日本の全 RC共同の事業に発展

し、日本で学ぶ外国人留学生を支援する米山記念奨学

財団となり、年間 800人、これまでに世界 121 カ国、1万

9808人を支援しています。 

 日本のロータリーは 2020年 10月 20日、100周年を迎

えます。個々の企業が健全な経営をし、適正な利益を上

げ、適正な給料を払い、奉仕を行うことが米山の精神で

す。創業 100年を超える日本の企業は 2万 6000社あり

ます。江戸時代の豪商である鴻池家は、外から経営者を

招いてでも家業を続けるべきだという家訓を持っていまし

た。企業はお客さまのためにも、社員やその家族、取引

先のためにも存続させなければなりません。皆さまもどう

か、企業の存続にご努力いただきたいと思います。 

東京麹町ロータリークラブ 
 設   立 1968 年 6 月 17 日 〒102-0093 

 例 会 日 月曜日 12：30 千代田区平河町 1-3-8 

 例 会 場 ホテル･ニューオータニ       平河町プラザ 204 号 
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 ポリオ撲滅チャリティー公演 歌舞伎鑑賞 （11：15 開場） 

３月１８日（日） １２時開演 ＠国立劇場 

お食事をお申し込みの方は、「増補忠臣蔵」終了後 13：00～

13：35の幕間に、２階大食堂「十八番」へいらしてください。 
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