
 

第 1574 回例会 2019・12・3            ﾆｺﾆｺ 16,000 円   累計 330,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間          髙橋 和男 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。朝晩めっきり寒くなり、だん

だんと年の瀬が近づいて来るのを肌で感じる季節

になりました。 

このあいだまでの暑さとの差になかなか身体が

追い付いていかないと思いますが、みなさん各自健

康管理をしっかりしていただき、体調などを崩すこ

とのないようご自愛いただきたいと思います。 

さて本日は「ロータリー財団月間」ということで、

大変お忙しい中、資金管理小委員会 齋藤 勇司委員

長様及び、学友会柳田 有紀副委員長様にお出でい

ただき、卓話まで賜りますことに心より感謝申し上

げます。有難うございます。 

 

 

 

 

 

この後の貴重な卓話の前に、はなはだ余計ではあ 

りますが、お約束ですので、前回の続きの「日本の

ロータリーの歴史」について、簡単にお話させてい

ただきます。 

前回は、当初、東京ロータリークラブの例会は毎

月一回、第二水曜日であり、年末年始は休会にした

りして、真面目にロータリー活動をしていなかった

という事を話しましたが、今日は「日本ロータリー

の創始者 米山 梅吉」というテーマでお話させてい

ただきます。 

 まず、『東京ロータリークラブ 50 年の歩み』とい

う本のなかには、米山 梅吉がロータリーの創始者

であることを留保すると述べています。具体的に言

うと「日本のロータリーアンは、米山 梅吉を日本

ロータリーの創始者であると考える傾向があるが、

この点については数々の疑わしい事実がある。第一

に東京クラブは、毎月一回しか例会を開いてない。

第二に東京クラブは、年末年始の例会を休会にして

いる。この二つの事実は、ロータリーの基本原則に

違反している。第三に、東京クラブは、米山 梅吉

■出席報告 

月 日 11/26 

会員数 30 

出席者 21 

出席率 70% 

前回修正 90％ 

木村 孝子 

栗原 和明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

12/3  年次総会 

12/10 「薬の話」 

(株）灰屋薬局 斉藤 裕次様 

12/17  例会振替 12/21（土） 

      ｸﾘｽﾏｽ ﾊﾟｰﾃｨｰ 

  12 月会員誕生 

本橋 正夫 上野 孝二 

大舘 信夫 松木 修平 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一人で創立したものではない。 

福島喜三次と William L .Johnston の三人で創立

したものである」というのです。 

しかし、第一の論点については、全世界のロータ

リークラブが毎週一回の例会を開くことを義務付

けられたのは、1922 年 6 月 5 日以降、標準クラブ

定款の採択によるものであり、東京クラブは、1920

年10月20日の創立でありますからこの拘束を受け

ないのであります。いわゆる特権保有クラブであり

ましたから、クラブの運用については自由闊達に決

めることができたそうです。 

 このように考えれば、第二の論点の年末年始の例

会の休会についても、目くじらを立てる程のことで

はないのです。第三の論点、三人で創立したという

点については、まさにその通りでありますが、歴史

というものは実質的に見なければなりません。 

 米山さんは、東京ロータリークラブ初代会長二期

連続。日本に地区のできる前の準地区時代の初代ス

ペシャルコミッショナー二期連続。日本の初代ガバ

ナー三期連続。日満ロータリークラブ連合会会長二

期連続。そして、大正 15 年無地区時代に一年間 RI

理事。というように、日本の支柱となって指導性を

発揮したロータリアンは米山さんをおいては他に

いないのであります。 

このような実質的な判断に基づいて米山さんを

日本ロータリーの始祖、東京クラブの創始者と考え

ることは一向に差し支えないと言えるのでありま

す。更に米山さんはこれらロータリーに対する貢献

以外に奉仕の実践においても、自己犠牲の奉仕の世

界に生きた人であり、湯水の如く入ってくる収入を

全て世の為人の為に使ってしまったのであります。 

日本のロータリーの歴史上、過去、現在、未来を

見て、これくらいロータリーに貢献したロータリア

ンは、今後おそらく現れることはないだろうとおも

われるのであります。ちなみにその職業とは「三井

信託株式会社代表取締役」だったそうです。 

 以上本日はここまでとして、続きは次回にお話し

させていただきます。ご清聴有難うございました。 

 

幹事報告        髙橋 和男 

◆第 7 回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議 福岡大会のご案内 

2020 年 3 月 6 日（金） ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ博多 

広告掲載・出店 ﾌﾞｰｽ募集要項 申込書 

◆「RIJO-FAQ」年次総会と中間報告について 

◆ﾊｲﾗｲﾄ よねやま 236 号 

◆2020 年ﾎﾉﾙﾙ国際大会のご案内（再送） 

◆第 4 回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 48 期生 12 月 15 日（日） 

 紫雲閣  受付 13 時 30 分 

◆第 18 回こども「とうきち」将棋大会 

・打ち合わせについて 11 月 27 日（水） 

AM10；00～  所沢市役所 

 ・12 月 8 日（日）各ｸﾗﾌﾞ 4 名のお手伝い 

◆第 30 回 所沢ｼﾃｲﾏﾗｿﾝ大会の協賛金の領収書とﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ冊子をいただきました。 

◆週報・・・入間南 RC、新所沢 RC、所沢中央 RC 

 

 財団・米山委員会      金岡 悟 

財団米山委員会より委員長の内野さんが欠席の

為、副委員長の私 金岡が、今年度の当クラブの寄

付状況を報告させていただきます。 

ポールハリス・フェローに恒良 裕子さん、マル

チポールハリス・フェローに内田 学さん、鈴木 伴

忠さん、米山功労者として師岡 友次さんにご寄付

をいただきました。 

以上、4 名の方にご協力いただき、有難うござい

ました。 

 

ニコニコボックス     木下 精基 

資金管理小委員会委員長 齋藤 勇司様 

日頃よりロータリー

財団の活動にご理解

を賜り感謝申し上げ

ます。本日は宜しく

お願い致します。 

 

髙橋 和男 本日は斎藤委員長様 柳田学友会副会

長様ようこそお出で下さいました。宜

しくお願いします。 

鈴木 眞澄 齋藤様 柳田さん本日お忙しい中卓話

にお出で頂き有難うございます。 

内田 学  資金管理委員長 齋藤様 学友会副会

長 柳田様 所沢西ロータリークラブ

へ ようこそ。 

 



石井 秀夫 資金管理小委員会委員長 齋藤様 本

日は有難うございます。どうぞ宜しく

お願い致します。柳田様 本日は有難

うございます。 

本橋源太郎 齋藤様 本日は宜しくお願い致します。 

金岡 悟  齋藤様、柳田様本日の卓話よろしくお

願いします。 

和記 毅  本日の卓話 資金管理小委員会委員長

斉藤 勇司様 学友会副会長柳田 有紀

様宜しくお願い致します。 

木下 精基 出席向上に努力してきたのですが、2

階も連続で休んでしまいました。資金

管理小委員長齋藤様本日は卓話有難

うございます。 

中 毅志  前回欠席しました。12 月議会が 11/27

から 12/20 まで開催です。出席できる

よう頑張ります。 

本橋 正夫 12月 1日くすのきﾎｰﾙ宜しくお願い致

します。 

栗原 和明 申し訳ございません。用事がありまし

て早退させて頂きます。 

 

卓話「ロータリーでの留学で学んだこと」 

柳 田 有 紀 様 

 2013～15 年度派遣ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生 

2013-2015年グローバル補助金奨学生としてアメ

リカのコロンビア大学社会福祉大学院に留学。 

現在は国際連合大学に勤務し、教育プログラムの

運営に携わる傍ら、第 2570地区学友会副会長とし

て後進の育成に携わっている。 

アメリカでの受け入れクラブはニュージャージ

ー州のイングルウッド RCで、受け入れ地区の活動

である 3.11と 9.11の支援プログラムや、現地カウ

ンセラーロータリアンとの交流について紹介した。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、人間は自分の持っている知識や経験から状

況を判断しがちであるという心理テストの事例を

挙げ、留学が広い視野を持つ人材の育成にいかに有

益であるかを説明した。 

 第2570地区から今後もますます多くのロータリ

ー財団奨学生を世界に輩出するため、引き続きのご

支援をお願いした。  

 

＊ 柳田 有紀様には、映像を使って大変 丁寧に 

ｿﾌﾄに分かり易くご説明いただきました。  

  

 

       今週の担当  本橋源太郎 

 

 

 

 

 


