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■会長の時間  会長：佐久間 良直 

◇皆さん、こんにちわ。会長の時間です。今期初のリ

モート例会となります。私事ですが、ようやく、美濃

加茂市在住の４０代もコロナワクチン接種の予約が

可能となり、おととい、太田病院で１回目のワクチン

を受けてきました。 

今期のプログラムを計画する時点では、ワクチン接

種が行き渡って、以前の生活ができる、と考えていま

した。しかしながら、８月２５日、再び、岐阜県に緊

急事態宣言の発令がなされました。  

そのため、予定されていましたプログラムに変更が

生じることについて、ご理解いただきますよう、お願

い致します。 

また、来週９月３日に予定されていましたガバナー補

佐訪問例会は中止する、との連絡を受けております。 

 少し、話題が変わりますが、先だって行われた第１  

 

少し、話題が変わりますが、先だって行われた第

１回ガバナー補佐訪問例会の会長幹事会で、住ガ

バナー補佐から「ロータリーソングを歌うとき

は、前方の国旗を見て歌うのではなく、会員同士

向かい合って歌うクラブがある」、という話があ

りました。 

 そもそも、例会の冒頭、ロータリーソングを歌

いますが、由来をご存じでしょうか。 

 １９０５年、ロータリークラブの創始者ポー

ルハリスがシカゴ・ロータリークラブを設立し

ました。それから、会員が増え、奉仕派と親睦

派との間に、激しい議論・対立が生じたとのこ

とです。そこで、１９０７年、険悪な雰囲気と

なったクラブを良くしようと、印刷業のハリ

ー・ラグラスが、歌を歌おう、と提案したのが

始まりであるとのことです。 

 自粛自粛で、閉塞感を感じていらっしゃると思

いますが、ロータリーソングを歌って、少しでも、

明るい気持ちを持ちたいものです。 

 最後に、大変残念なことですが、８月２４日、

名誉会員の森麻雄さんご逝去されました。謹んで

ご冥福をお祈り致します。 

 以上で会長の時間を終わります。 

 

 

 

本日のプログラム  

第２５８３回９月３(金)12：30～ 

オンライン例会 

 

 

 

 

次週９月１０日(金)  

【休 会】 

コロナウイルス感染拡大防止のため 

 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録 

第２５８２回８月２７日(金)12：30～ 

 

 
◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇ロータリーソング・・・・・“日も風も星も” 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇本日の行事 研修情報委員会報告 

委員長：小原 岳史 君 

   

  

パストガバナー 剱田 廣喜 様 

新・旧三役員バッジ交換 

 

 

http://rc-minokamo.skr.jp/


 

 

♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

 

 

◆出席委員会        担当：鈴木 玄二 

例会回数 総員数 出席 補正 出席率 

本  日 ３４名 １９名 ０名 ５５.８８％ 

先々 週 ３４名 ２３名 ０名 ７０．５９％ 

 

◎幹事報告  幹事：島田 紳助 

☆他クラブの例会変更 

・可児 RC→9/2(木)・9/9(木)コロナウイルス感染拡大の

為 ZOOM形式で開催。9/23(木)・ 9/30(木)は定款休会 

・美濃 RC→8/27(金)・9/10(金)・9/17(金)コロナウイル

ス感染拡大防止の為中止。8/24(金)規約休会。 

・下呂 RC→8/30(月)・9/6(月)コロナウイルス感染拡大

防止の為中止。 

・関中央 RC→9/2(木)コロナウイルス感染拡大防止の為

中止。9/9(木)12(日)へ IM 開催の為。9/16(木)ガバナ

ー公式訪問 ZOOM形式開催。9/23(木)定款休会。 

・高山西 RC→8/27(金)・9/3(金)・9/10(金)コロナウイ

ルス感染拡大防止の為中止。 

・郡上長良川 RC→9/(水)・9/8(水)コロナウイルス感染

拡大防止の為中止。9/15(水)定款休会。 

・各務原 RC→8/25(水)コロナウイルス感染拡大防止の為

中止。9/8(水)定款休会 

☆先般お知らせの通り美濃加茂 RCは本日の例会と 9月 3

日(金)、10日(金)はオンラインでの開催とします。 

 その後も、様子を見ながらご報告して参ります。 

☆米山梅吉記念館より、官報が届いています。 

☆ガバナー月信９月号を拝受。 

 

 

 

■研修情報委員会報告 担当：小原 岳史 君 

               ◇皆さん、こんにちは。 

               教はパワーポイント 

               から画面を共有して皆 

               さんと、お勉強して参 

               りたいと思っておりま 

               す。研修のテーマは、 

               「米山梅吉に学ぶ日本 

のロータリー」です。 

ロータリーを作った米 

山梅吉さんの生き方を

通じて日本のロータリーの伝統を学んでいきたいと思い

ます。最初に大河ドラマの「青天を衝け」ですが、毎週

の放送を楽しみに観ておりまして、米山梅吉と渋沢栄一

と非常に似ていると思いまして、その辺のお話しとなり

ますが、渋沢栄一は資本主義の父と言われ、民間人の立

場で近代日本の発展に貢献されました。米山梅吉も民間

の任意団体ロータリーを設立しました。その点で日本の

近代化に貢献した二人の生い立ちが似ていると思いまし

た。ご存知のように渋沢栄一は徳川慶喜に幕臣というこ

とで徳川側の人間です。米山梅吉のお父さんは武士で和

田竹造といいます。大和高取藩の藩主植村家壷に仕えて 

 

 

同 

文 

いた藩士でした。大和高取藩は奈良県の高松古墳のある

ところで、古くか奈良・京都を守るために戦力的に重要

なところでした。徳川御三家、紀州藩の大和へ入る入口

となります。そこで譜代大名の植村家が納めていまし

た。植村家は家康の４代前から徳川家に仕えていた譜代

中の譜代でした。こういった親の下で梅吉は生まれ育ち

ました。なぜ米山梅吉はロータリーを作ったのかといこ

とですが、当時は薩摩藩と長州藩と出身者の薩長閥の時

代で、有力なコネがないと就職ができなく、なかなか出

世が出来ない時代でした。米山梅吉はすごく優秀な方で

したが、就職には大変苦労しました。梅吉は徳川びいき

で明治新政府きらいの気骨をもっていました。 

最初はジャーナリストをめざし、言論の力で明治政府に

対抗するため、薩長閥に負けない仲間を作りたいという

思いがあってロータリーを作ったということでした。

（参考文献引用）今度はポールハリスとの共通点を調べ

てみました。1868 年の明治元年に梅吉とポールハリス

は同じ年に生まれました。亡くなったのも 1946 年の昭

和 21 年 78歳で同じ年に二人はなくなっています。 

二人は全く同世代で境遇も似ていました。生い立ちもよ

く似ていまして、ポールハリスは大学を卒業して弁護士

事務所を開業する前に５年間放浪生活をして、色んな仕

事を経験しました。梅吉は２１歳でアメリカに留学しま

して、２８歳まで勉学に勤しみました。その時はお金が

なったのでアメリカで仕事をしながら勉強をしました。

それは梅吉の人生で大変役に立ったということでした。

この点でもポールハリスと同じような苦学を経験して

います。梅吉はこの経験のお陰で後の実業家、そして奉

仕人としての活動と大きな役割を果たしました。 

梅吉の生涯ですが、明治元年に江戸で生まれ、お父さん

が４歳の時なくなり、お母さんの実家で静岡の三島へ移

りました。地元の名家らしいです。１３歳に沼津中学校

に入学、沼津中学校の前身は沼津兵学校で徳川家が作っ

た藩校。当時の沼津は洋学のセンタ－、徳川幕府の優秀

な洋学者が集まっていた。そのような雰囲気の中でこれ

からは西洋の勉強を学ばなければならないと悟りまし

た。１５歳の時、沼津中学を中退して、周囲の反対を押

して出奔という形で上京しました。今は青山学院ですが

当時の東京英和学校へ入学しました。アメリカの宣教師

によって創設されたミッション系の学校で、学校の紹介

があれば、アメリカに留学できる特典がありました。 

それで２１歳に念願のアメリカに留学し、８年間の留学

生活をしました。帰国後、ジャーナリストを目指してい

た梅吉は新聞社へ入社しますが、当時の新聞社の給与が

あまりにも安くて、２８歳の時に米山はると結婚してい

ましたので、ジャ－ナリストを断念し家計を支えるため

「日本鉄道会社」に２年程勤めます。その後３０歳で人

生を変えた三井銀行に入社しました。当時三井銀行とい

うのは、現在の日銀に相当する中央銀行の役割を引き受

けていました。そこへ入社できた経緯も井上馨(長州閥

三傑の伊藤博文、山県有朋、井上馨、財閥の三井関連会

社の経営に絶大な発言力を持つ)の娘婿の紹介があった

からでした。一応幹部候補者として入行。豊かな海外経

験活かして、１４ヶ月間アメリカ、ヨーロッパへ銀行の 

 

 

本日の行事 

委員会コーナー  

 



 

 
の調査研究に出張します。３１歳の時でした。帰国後、報

告書をまとめ、銀行業務近代化マニュアルを作成し、当時

業界に非常な影響を与えました。それが銀行業界に対して

凄く評価され、それで出世しまして、４１歳で三井銀行の

役員になりました。その後５６歳の時、三井信託株式会社

を創立しました。晩年は小学校の校長・理事をされたり、

幼稚園を創設されました。なぜ米山梅吉が偉大なのかとい

うことですが、ロータリークラブを創ったのは確かに偉大

なことです。更に日本で最初の信託会社である三井信託株

式会社を創立したことです。なんで創ったかと言いますと、

信託業こそが「商いを通じて社会に奉仕を」ロータリーの

職業奉仕の理念に最適であったと言うことです。信託の仕

組みとして、委託者、受託者、受益者の３者の契約があり

ます。簡単に言いますと、誰かを信用して頼む人、それを

引き受ける人、その結果を受ける人が信託の基本的な仕組

みとなります。信託というと、投資信託とか信託銀行とか

のイメージが強いのですが、信託とは金融に限らずもっと

広い概念で、日本国憲法の前文に「国政は、国民の厳粛な

信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その

権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこ

れを享受する」まさしく信託の事を言っています。信託は

崇高な仕組みです。 

（例）：交通遺児の奨学金支給等。公益的な事業に適してい

る一面をもっている。 

こういった信託の仕組みを社会に広げるところは米山梅吉

の偉大なところだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に米山梅吉とロータリーです。１９３５年昭和１０年

にポール・ハリスが来日しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時の記念写真が残っています。真中がポール・ハリス 

右が徳川家達（徳川宗家１６代当主）～斎藤實（貴族

院議員・ロータリー名誉会員・当時の首相）～ボブ・

ヒル（国際ロータリー会長）、宮岡常次郎（弁護士）、

鹿島精一（鹿島建設の初代社長）、小林雅一（ナイガイ

社長・昭和 24年国際ロータリー復帰 東京ロータリー

クラブ初代会長）の方々でいらっしゃいます。 

最後に、私，個人的に米山梅吉会館へ行ってまいり

ましたので、米山梅吉会館のお話をさせて頂きます。 

会館の場所は静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場は無料ですが、ニコニコ BOXが設置されてあり

ます。ホールにはパネルが展示してあり、ロータリー

の部屋もあり、当時の「四つのテスト」掲げられてい

ました。全国のガバナーの歴史を見ていますと、剱田

さんも紹介されていました。地元の奨学生やロータリ

ークラブさんも団体で見学にこられているそうです。

見学は１時間程、財団の職員さんが説明してくだいま

す。美濃加茂 RCも丁度、米山奨学生の趙彗仁さんを受

け入れていますので何かの機会がありましたら、見学

することもいいかなと思っています。 

見学しまして改めてロータリーの歴史と伝統を再認

識するとともに、米山梅吉の功績を身近に感じ取りこ

とが出来ました。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

（米山梅吉会館内の資料館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 


