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◇歌唱 「それでこそロータリー」 「夏は来ぬ」    
◇会長挨拶           ◇幹事報告             
◇卓話 「米山梅吉とロータリークラブ」 山口利通君 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 53 代会長 和田幸男 
第 53 代幹事 澤邑重夫 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2012 年 11 月 15 日（木） 第２５５６回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 19 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊ＲＩ第２７８０地区２０１５-２０１６年度 地区ガバナー・ノ

ミニー候補者告知の件 

 田中賢三氏（茅ヶ崎ロータリークラブ） 添付書類：田

中賢三氏 略歴 

＊第４１回ロータリー研究会のお手伝いの依頼 

 ・１１/２７(火) 午前８：００ ・ホテルグランパシフィック 

LE DAIBA 地下１Ｆ 事務局本部「メヌエット」 

 ・人員・・・各クラブ２名程度 ・作業・・・資料の袋詰め

及び受付 ・通知期日・・・１１/１７(土) 

＊“新会員の集い”―会員相互の親睦と意見交換の会 

登録の依頼 

 ・２０１３年 ２/１５(金) １６：３０…受付開始予定 ～ ２/

１６(土) １６：００…解散予定 （１泊２日） 

 ・箱根ホテル小涌園  ・会費：１０，０００円  ・登録&

会費の振込期日：１/２１(月) 

＊２０１１-２０１２年度 国際ロータリー第４６３０地区より 研究

グループ受け入れ報告書 

◇ガバナー補佐より  第７回会長・幹事会開催通

知  ・１１/２０(火) １８：３０ ・茅ヶ崎「アップル」 

◇米山記念奨学会より 「ハイライトよねやま１５２号」 

◇ガバナー月信 №５   

◇ 麻 薬 ・ 覚 せ い 剤 乱 用 防 止 セ ン タ ー よ り   NEWS 

LETTER「ＫＮＯＷ」第８７号 

◇東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致委員会より  

・パンフレット「２０２０年オリンピック・パラリンピックを日本

で」 ・バッチ 

◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆綾瀬春日  １１/２１(水) １８：３０点鐘 すしＤＥ家族 

（家族親睦例会） 

◎会報 着 台北西北 ・ 相模原 ・ 綾瀬 ・ 藤沢北西 

 

左から和田会長、澤邑幹事、出席報告の粂会員、スマイル報告の稲

毛会員 

11 月 ロータリー財団月間（The Rotary Foundation Month） 
 ＲＩ理事会と、管理委員会は、毎年 11 月はこの月間を遵守するこ

と、月間中、クラブは少なくとも 1 つのクラブ・プログラムを財団

のために実施することを決定しました。 
 月間中は、ロータリー財団補助金受領者その他（例えばロータリ

ー財団国際親善奨学生など）が、クラブ例会や教育機関や地域社会

の会合で、ロータリー財団について講演するよう、示唆されていま

す。財団の奨学金事業、および人道的諸事業についての知識と理解

を深め、財団の推進に役立つプログラムを実施してください。 



 
◎出席報告  梅田弘人会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１１／１５ ２５５６ ３１ ３１ ２６ ３ ２ ９３．５５％  

１１／１ ２５５４ ３１ ２５＋５ ２７ １＋０ ２ ９３．３３％ ９３．３３％ 

 
 日本でロータリーが出来た頃から台湾・中国の人たちに数多く

援助してきたわけです。それが現在は米山奨学金というものにな

っているのであります。新しい会員もいますので、そのことにつ

いてお話したいと思います。 
 米山梅吉は三島在住の人で、明治元年に和田家の三男として生

まれ、その後米山家の養子となるわけです。沼津中学に通うこと

になりますが、当時沼津中学には江原さんという名物校長がいて、

他の学校がまだやっていなかった英語教育に力を入れて、英語教

師をたくさん雇ったり、沼津に土地を持っている人はそれを売っ

て、関東に土地を買いなさいと言ったりしていました。いずれ英

語も必要になるし、関東の土地は値上がりするだろうといった先

見の明のある人だったんですね。そういう学校で教育を受けた梅

吉は１６歳の時、どうしても東京に出て勉強したいと思ったので

すが、養子の身分なので勝手にそういう行動は出来ないというこ

とで、沼津から横浜まで歩いて行ったそうです。当時は東京－横

浜間しか列車が走っていなかったので、歩かざるを得なかったの

でしょう。そうやって東京へ出た梅吉は苦学をして、様々な職業

を転々として、資金を集めてアメリカに行きたいと思ったのです。

アメリカに行くからには 10 年は戻って来ないという気持ちから、

一旦沼津に帰り、米山家に家出をした詫びを入れ、アメリカ行き

の許可をもらいました。最初はサンフランシスコのバーモント大

学に行き、その後ニューヨークやオハイオの大学にも行き、８年

～10 年（期間などについては、文献でも触れられていませんが、

おそらくはそれくらいの間だと思われます）勉強しました。 
 日本に戻って、新聞記者となり、米山家のハルと一緒になり、

生活者となったわけですが、その頃に福沢諭吉や勝海舟といった

人たちに出会うわけです。当時、勝海舟は梅吉の英会話力に目を

つけ、政府要人との通訳をしてくれないかと、新しい就職口を見

つけてくれたのですが、それを断り、縁あって三井銀行に入行す

るわけです。そこで当時有名だった佐々木信綱という歌人に出会

います。その佐々木信綱が梅吉に歌を教えるわけです。そんな関

係で長泉町の記念館には梅吉の作った歌が残っていますよ。今日、

例会冒頭で皆さんに歌って頂いた『夏は来ぬ』はその佐々木信綱

が作った歌の１つです。 
 その信綱が、「歌だけでなく、師範学校でもっと勉強したいのだ

が、私には資金がないので、何とか工面してくれないか」と梅吉

に相談したそうです。梅吉はその申し出に快く応じて、援助しま

した。当時、梅吉は信綱に限らず、苦学生の私費を投じて教育資

金を援助していました。そうした陰徳が、のちの米山奨学金のベ

ースになっています。その後、三井銀行から財政使節団としてア

メリカに行ってくれないかと持ち掛けられた際は、信綱の授業料

１年分少々を渡して出掛けたとのことです。そして、シカゴに行

って、初めてロータリークラブというものと出会うわけです。三

井物産現地法人の日本人・福島喜三次が既にダラスクラブの会員

になっており、彼からの話で、ロータリーというのは自分の信条

にひじょうに近いものがあると感じ、日本に戻ってからロータリ

ーのことを研究したわけです。やがて福島喜三次が日本に戻った

時に、二人で相談して 1922 年に東京ロータリークラブを発足さ

せます。初代会長が米山梅吉、初代幹事が福島喜三次というスタ

ートとなりました。1950 年、東京ロータリークラブはそれまでの

梅吉の陰徳・功績を称えて「米山奨学金」を設立したわけであり

ます。そんなわけで、ロータリアンであれば一度は三島・長泉町

にある米山記念館には是非お出掛け下さい。 
 

卓話「米山梅吉とロータリー」山口利通君 

◎スマイル報告 佐々木博会員 

田中賢三君 明日、茅ヶ崎商工会議所優良産業人表彰で

うちのクラブにお世話になります。和田会長、よろしく

お願いします。山口さんの卓話、心して聞きたいと思い

ます。湘南ベルマーレＪ１昇格おめでとう。 
池上 實君 過日ＴＯＴＯの体育館をお借りして 200 名

の大合奏「日蓮」のリハーサルを行いました。梅田工場

長、お手配に感謝です。 
伊藤留治君 山口さんのスピーチ、たっぷりと聞かせて

下さい。 
和田幸男君 山口さん、卓話よろしくお願いします。 
山口利通君 本日は卓話の当番です。よろしくお願い致

します。 
出口敬純君 山口さん、卓話よろしくお願いします。 
平井 茂君 山口さん、卓話よろしく。今日は何のお話

でしょうか。 
程島利通君 山口利さん、卓話本日も期待していますよ。 
粂 仁夫君 山口利通さん、卓話楽しみです。 
加藤 寛君 山口さん、卓話楽しみにしています。 
小林 亨君 明日の増強委員会、不参加ですみません。

本日の山口さんの卓話、時間通りでよろしくお願いしま

す。 
大森久巳男君 山口利通様、卓話楽しみです。 
岡本辰男君 山口様、最後まで聞きたいのですが、仕事

の都合で 13:22 に早退させていただきます。 
杉本行廣君 山口君の卓話ごくろう様。たのしみに聴か

せて頂きます。 
下里洋一君 会場かんとく、早退を許して下さい。卓話

もきけなくてごめんなさい。 
斉藤信夫君 山口さん、卓話楽しみです。 
佐々木博君 山口様、卓話よろしくお願い致します。 
梅田弘人君 山口利通さん、卓話楽しみにしています。 
稲毛 隆君 山口さん、卓話よろしくお願いします。 
［本日、19 件 27,000 円です］ 
 

＝卓話者プロフィール＝ 
やまぐちとしみち 1945 年 9 月 14 日生まれ 食糧品ＭＤ 
株式会社湘南山鉄代表取締役 1979年入会  1995-96年度会長 
現年度：会場監督・クラブ研修委員会 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 


