第２５３３回例会（１７／１８年度第１６回）
平成２９年１０月２７日（金）

本日、お手元に経営大講演会の記録誌を配布させていた
だきました。ＩＭを統合し、去る 4 月 22 日に神奈川県民

■ 点鐘並びに開会宣言～黒川 俊一会長

ホールで横浜 RC の西川さんをはじめとして豪華メンバー

■ 黙祷～黒川 俊一会長

でディスカッション等を行わさせて頂きました。どうぞ皆

10 月 20 日に急逝された故佐保田實パスト会長に哀悼の

様方の職業奉仕並びに経営に生かしていただきたいと思い

意を表したいと思います。黙祷をお願いします。

ます。有り難うございました。

■ 斉唱 ～ソングリーダー 三木 博之会員

■ 幹事報告 ～上松義典幹事会報裏面をご覧下さい。

Ｒソング｢それでこそロータリー｣
■ お客様紹介 ～親睦活動委員会 久保田 一正 委員

■ 各委員会報告
☐ 出席委員会

大和田 弘 様 （東京西 RC）

本日

小川 湧三 様 （川崎鷺沼 RC）

2533 回

■ 会長報告 ～黒川 俊一会長
①地区大会が 11 月 11 日（土）に開催されます。
登録開始 11 時 30 分 点鐘 12 時 30 分

会員数
69 名

前々回修正

対象者

出席

欠席

68 名 49 名

19 名

72.1%

15 名

81.2%

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2 名

出席率

□ 青少年奉仕委員会 ～山寺 雄太委員長
①10 月 26 日（木）に西高津保育園児による芋ほりを吉田

会場 パシフィコ横浜会議センター

農園にて行いました。当日

全員登録しておりますので、会員皆様のご参加をお願い

は天気も良く、沢山のサツ

致

マイモを収穫することが出

します。

来て園児も大変喜んでおり

②本日、
「ロータリー経営大講演会」の記録誌をメール BOX
に

ました。ご参加いただきま
した皆様、ありがとうございました。

配布致しました。ご確認頂きたいと思います。尚、会計

②こども・子育てフェスタのご案内をさせて頂きます。

報告については、別途地区より送付されますので宜しく

開催日時：11 月 18 日（土）13：00～

お願い致します。

場所：高津市民館大ホール（ノクティ 2 12 階）

③溝口駅前キラリデッキイルミネーション実行委員会より

サッカー元日本代表の北澤豪氏の講演です。

「第 18 回溝口駅前キラリデッキイルミネーション」
点灯

集合時間は、４役と副委員長と一部の委員は 9：30、その

式開催の案内が参っております。日時 11 月 10 日（金）

他の青少年奉仕委員は 10：30、一般会員は 11：30（昼食を

午後 4 時 40 分～ 場所 溝口駅前キラリデッキ

済ませての集合時間）です。服装はスーツにネクタイ着用

④地区より第６回日台ロータリー親善会議の案内が参って
おります。日時 2018 年 3 月 1 日（木）場所 台湾高雄市
（詳細は事務局へお問い合わせ下さい）
■ ご報告 ～高良 明直前ガバナー

でお願い致します。非常時のためにペンライトをご持参く
ださい。

■

卓話 「米山月間にあたり」
～斉藤 正彦 地区米山選考委員長
皆様こんにちは。米山月間ですの

活躍になります。30 歳で神戸支店次席、藤田四郎氏、井上
馨氏に敬意を払い三井と共に人生を過ごすことに決めまし
た。34 歳で大阪支店次長、大津支店長。ちょうどその頃、

で、久しぶりに米山の卓話をさせて

明治 38 年に、ロータリークラブが誕生になります。41 歳

いただきたいと思います。私が当ク

で三井銀行常務取締役兼大阪支店長になります。43 歳の時

ラブでの、初めての委員長が米山の

養父の藤三郎さんが隠居して米山家の家督を相続します。

委員長でした。ちょうどその頃、三間会員に、ある 1 冊の 49 歳の時、政府の特使として公式に渡米。その時三井物産
コピーを渡され、
これで勉強して卓話をしてみてはどうか、 ダラス支店長福島喜三次氏の誘いでダラスロータリークラ
ということがきっかけでした。ちょうどその頃、鈴木清次 ブを訪問しています。52 歳ちょうどその頃東京ロータリー
さんが、セカンドランナーで、
「お前ちょっと米山の年譜を クラブが設立されました。チャーターメンバー24 名、梅吉
作ってみろ」という形で始まったのがきっかけでした。

氏が会長、特別代表が福島氏と W.L.ジョンストン氏。幹事

米山梅吉氏は慶応 4 年に芝田村町、現在の港区新橋 6 丁 が福島氏でした。例会は毎月 1 回水曜日に行いました。55
目付近の大和国高取藩中屋敷で生まれました。父親の和田 歳の時、関東大震災があり国際ロータリーから救済基金と
竹造は梅吉氏が４歳の時に亡くなりました。その後母親の して 2 万５千㌦、世界 503 のロータリークラブから総額１
実家のある三島に転居し、映雪舎というお兄さんが先生を 万 4944 円 82 銭の見舞金が届きました。56 歳の時、三井
している学校に７歳で入学しました。11 歳の時に米山家か 信託株式会社が設立され初代の社長に就任、60 歳で国際ロ
ら養子縁組の話が持ち上がりました。その後、沼津の沼津 ータリー第 70 地区のガバナーとして選ばれました。66 歳
中学校に入学し江原素六の教えに影響を受けました。東京 の時、三井報恩会の理事長に就任し自費でハンセン病の施
へ出て色んな文筆活動をしたいという志を持ち徒歩で東京 設を回っていたという事が記録に残っています。昭和 10
へ出発。当時 15 歳でした。中央区の銀座にある江南学校 年、67 歳の時にポール・ハリスが来日しています。この時
に入学し、16 歳の時に、土居光華氏、藤田四郎氏と出会い の梅吉さんの歓迎の言葉が英文で出てますが、これがもの
ます。勉強をしながら東京府の公務員、いわゆる吏員に合 すごく良い言葉なんです。機会がありましたらご紹介しま
格し、母親と一時期住んでおります。当時の公務員の月給 す。70 歳の時、貴族議員にも選ばれました。72 歳の時、
は8 円でした。
当時、
アメリカの渡航費用は100 円でした。 東京ロータリークラブ解散。そして 78 歳の時、長泉で亡
アメリカに留学したいという気持ちがあり、
東京英和学校、 くなっています。同じくして、ポール・ハリスも同年にお
実は生まれも同じ年だったのです。
現青山学院大学に入学し、語学の勉強をします。福音教会 亡くなりになりました。
の英語学校の夜学にも通いました。当時、本多庸一先生と 昭和 24 年に東京ロータリーは国際ロータリーに復帰しま
出会い｢巧遅、
拙速｣という｢速くて乱雑よりも遅くてもいい した。日本がサンフランシスコ平和条約より前にロータリ
からいいものにしなさい｣という教えを受けました。
アメリ ーは世界に対して復帰をしています。昭和 27 年に東京ロ
カ行きの気持が固まったところで仲直りという形で謝罪を ータリークラブが米山奨学制度を設立。第 1 号は 29 年に
し、藤三郎の娘｢はる｣と結婚するとの同意をし、20 歳でア ソムチャード君がタイから来日しました。ここで梅吉さん
メリカに旅立ちました。梅吉氏はメソジスト派の伝道機関 について、少しお話をさせていただきます。若い時に、外
の援助で渡米しました。スクールボーイと呼ばれる教育制 国で長く暮らしていたという事で、欧米の生活を理解でき
度を利用し、生活費を稼ぎながら勉強しました。語学のた ていた。彼は常にズボンにきちんと折り目を付け、ダーク
めにベルモント・アカデミーに入学。オハイオ州ウェスレ スーツ、そしてピカピカの靴をはいていた。時間厳守、夏
アン大学、ニューヨーク州シラキュース大学、そしてロチ でもジャケットを着るとか、梅吉さんから受け継いでいる
ェスター大学で政治学を学び、学位を取るのに 8 年間かか ところがたくさんあります。こういう所は梅吉さんの持っ
りました。当時ペリーに興味を持ちペリーの生誕の地ニュ てきた中で、東京ロータリーが受け継いだロータリーの精
ーポートを訪れています。また帰国直前にナイアガラを観 神です。
光しました。通りすがりの者に｢ジャップ、ジャップ｣と云

米山事業の目的というのは、将来日本と世界の架け橋と

われ、この時だけは耐え難かったと、自叙伝に書かれてい なって国際社会で活躍し、ロータリー運動のよき理解者と
ます。帰国後、米山はると養子という形で結婚をします。 なる人材を育てることです。これはロータリーが目指す平
そして語学力を活かして日本鉄道会社に就職し渉外事務担 和と国際理解の推進そのものですということであります。
当をしました。そして度々勝海舟氏、榎本武揚先生や福沢

米山月間に関わらず米山奨学事業にご理解を賜ればと思

諭吉先生と会っています。29 歳の時、藤田四郎氏を介し、 います。
井上馨氏の紹介で三井銀行に就職。これから三井銀行での

ご清聴ありがとうございました。

