
 

第 1575 回例会 2019・12・10            ﾆｺﾆｺ 33,000 円    累計 363,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。先週の会長の時間では、東京

クラブ創始者は現象的には米山 梅吉、福島 喜三次、 

Williaｍ L. Johnston の三人で創立したものです

が、実質的な創始者は米山梅吉一人であると述べま

したが、本日はその根拠をもう少し掘り下げてみた

いと思います。 

 東京ｸﾗﾌﾞが創立されること5年前の1915年当時、

三井物産としては、ｱﾒﾘｶの市場を大変重視しており、

ﾃｷｻｽ州ﾀﾞﾗｽにある子会社の「東洋綿花株式会社」と

いう会社がありました。そこの社長として福島 喜

三次が出向したところ、その役員に WiIIiam とい

うﾄﾞｲﾂ人が居て、この方がﾀﾞﾗｽﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会員で

あったので、新任の福島さんを、ﾀﾞﾗｽｸﾗﾌﾞに連れて 

 

 

 

 

行ったところ、福島さんが興味を持ったので、ﾀﾞﾗｽ

ｸﾗﾌﾞに入会させました。このようにして、福島さん

は日本人ﾛｰﾀﾘｱﾝ第一号になった訳でありますが、第

一次世界大戦が 1918 年に突如つぃて終結したため

に、商品の買い付けに見込み違いが起こり、福島さ

んは、三井物産に莫大な損害を与えてしまいました。

そこで東京本社は、1919 年 12 月福島さんを左遷の

意味合いで日本に呼び戻す命令を出しました。 

 その結果、福島さんは、ﾀﾞﾗｽｸﾗﾌﾞを退会すること

になり、その送別会の時に、時の会長が、福島さん

に対して、東京にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを設立してはどうかと

持ち掛けたそうです。福島さんは大変当惑したそう

ですが、結局承諾することになりました。ﾀﾞﾗｽの会

長は大変喜んで、ｶﾞﾊﾞﾅｰを経由して RI 理事会に伺

い届けを出し、その結果、1920 年 6 月 30 日までに

東京にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを設立することの全権委任が福島

さんに与えられました。 

 福島さんは、1920 年 1 月頃日本に戻り、早速、

作業に取り掛かろうとしましたが、ﾀﾞﾗｽでは東洋綿

花の社長でありましたが、日本ではすでに社長では

■出席報告 

月 日 12/3 

会員数 30 

出席者 25 

出席率 83.3% 

前回修正 76.7％ 

会長の時間        髙橋 和男 

 栗原 和明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

12/10「薬の話」齋藤 裕次様 

（株）灰屋薬局 代表取締役 

12/17 例会振替 12 月 21 日 

      ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ  

12/24 例会取消 定款 8-1-C 

 

 

  12 月ご夫人誕生 

上野 和子 堀江 恵子 

松木 志保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ありません。そこで、大物の実業家に頼むしかない

と考え、米山さんに頼み込んだのです。しかし、米

山さんは、まだﾛｰﾀﾘｰのことがよくわかっていなか

ったために、設立の作業は遅々として進みませんで

した。そこで、福島さんは、RI に対して、期間延

長の願書を出しました。これを見て RI は不安を感

じて、William L. Johnston、その他の雑務につい

ては、福島さんというようにして、予定の四か月遅

れの 1920 年(大正 9 年)10 月 20 日東京丸の内の東

京ｸﾗﾌﾞにおいて、東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが設立されました。 

 その後、William L. Johnston は、外国人であり

ますから、東京ｸﾗﾌﾞに入会せずｱﾒﾘｶに帰り、福島さ

んは三井物産上海支店長として昭和 11 年まで中国

にいましたが、左遷の為に帰国して、東京ｸﾗﾌﾞにﾊﾟ

ｽﾄｻｰﾋﾞｽﾏﾝﾊﾞｰとして再入会しましたが、そのころか

ら国粋主義者になり、軍国主義的な思想が変わり、

ﾛｰﾀﾘｰ運動に対して否定的になってしまいました。

当時、ﾛｰﾀﾘｰが軍閥から弾圧されている最中であっ

て福島さんは、『ﾛｰﾀﾘｰ運動のような全世界を友愛の

心で結ぶなどということは甘い考えである。ﾛｰﾀﾘｰ

など無くてもよい。ただ自分は過去の因縁があって

ﾛｰﾀﾘ-と縁が切れないだけである。日本は神の国だ

から戦争には必ず勝つ』と信じて疑わなかったそう

です。 

 これに反して米山さんは、国際主義的であり、ﾛｰ

ﾀﾘｰを守ろうとしました。 

 このように両者は、ﾛｰﾀﾘｰ運動に対する功徳の度

合いが圧倒的に違い、両者を同時に日本のロータリ

ーの始祖と考えることは、歴史の実態面からみて正

当化されないのであります。 

 以上が、日本のロータリーの始祖が実質的に米山 

梅吉ただ一人であるとの見解の根拠ですが、はなは

だ雑駁で簡略した内容なのでご理解していただけ

たか不安ではありますが、これにて本日の会長の時

間を終わらせていただきます。 

ご清聴有難うございました。 

 

理事会報告 

▲ 年次総会について・・・12月 3日  

▲ 次年度理事について・・・石井 秀夫会長ｴﾚｸﾄよ

り発表、承認されました。 

▲ ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ 12月 21日(土 )ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ 

点鐘 午後 6時 

▲ 新年会・・・1月 14日(火) 堤新亭 

     点鐘 午後6時 市長様へ招待状送付済 

▲ とうきちこども将棋大会・・・12月 8日(日) 

所沢市役所  ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 所沢 RC 

▲ 35周年記念事業について 

▲ 親睦旅行について 

 

幹事報告 

△ 2019年 12月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  1㌦＝108円 

△ ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 PartⅢのご案内 

  令和 2 年 1 月 19 日(日) 国立女性教育会館 

△ 2019－2020 年度「ﾛｰﾀﾘｰの友」今月のみどころ

配信について 

△ 例会変更・・・飯能 RC 

△ 週報・・・・所沢 RC 

 

ニコニコボックス       木下 精基  

髙橋 和男 本日 年次総会です。重要な議案を上

程しますので宜しくお願いします。 

荻野 陽一 本日の年次総会宜しくお願い致しま

す。  

石井 秀夫 本日は年次総会という事で次年度役

員 理事の皆様が決まります。どうぞ

宜しくお願い致します。 

木村 孝子 葬儀の折は皆様世話になり有難うご

ざいました。ｸﾗﾌﾞよりのお花綺麗に飾

る事が出来ました。多大なる金額をﾆｺ

ﾆｺに収めさせていただきました。 

内田 学  孫を父に見せるために所沢まで連れ

て来ました。大正から令和まで、4 つ

の年号が揃いました。 

本橋源太郎 吉安に行って来ます。 

金岡 悟  今週の金、土、日曜日で台湾 吉安に

総勢 8 名で行って来ます。ご参加の皆

様どうぞ宜しくお願い致します。 

本橋 正夫 12 月 1 日（日）柴山代議士の集合 大

勢のﾛｰﾀﾘｰの友情で盛大に行われまし

た。 

木下 精基 今年も 1 ヶ月を切りました。体調には

十分注意してお過ごし下さい。 

 幹事報告        荻野 陽一 



年次総会 

大舘 信夫 前回欠席しました。 

鈴木 伴忠 前回欠席しました。 

内野 忍  先週欠席しました。 

 

 台湾 吉安扶輪社訪問団の皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉安扶輪社 39 周年記念式典に出席される 8 名の

方へ、石井 實様、上野 孝二様、小久保 昇様 小暮 

博攵様、須澤 一男様、鈴木 眞澄様、鈴木 伴忠様、

堀江 大様、室伏 秀樹様、本橋 正夫様、荻野 陽一

様 以上の 11 名の方から、寸志を贈りました。 

どうぞ、気を付けて行って、楽しんで、来て下さ

い。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 役員選考委員会      鈴木 伴忠 

11 月 8 日（金）堤

新亭様で、10 名の

パスト会長様と 2

名の副会長様 12

名でパスト会長

会・副会長会を開

催致しました。会長ノミニーは師岡 友次さん、

幹事は本橋源太郎さんを推薦いたしまして、全員

の賛成をいただきました。12 月 3 日の理事会で承

認いただきました。 

＊ 次年度会長             石井 秀夫 

次年度の役員・理

事を発表させてい

ただきます。一生懸

命頑張って参りま

すので、会員の皆様

のご協力を心から

お願い申し上げます。 

 

 会  長       石井 秀夫 

副 会 長      小久保 昇 

会長ﾉﾐﾆｰ       師岡 友次 

幹  事       和記 毅 

直前会長       髙橋 和男 

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長  堀江 大 

会員増強委員長    本橋 正夫 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長  栗原 和明 

財団・米山委員長   室伏 秀樹 

職業奉仕委員長    内田 学 

会   計      大舘 信夫 

 

＊ 会長ノミニー      師岡 友次                                                        

会長ノミニーに推薦さ

れ、承認されました。ま

だまだ日にちがあります

ので、準備をし、一生懸

命頑張りたいと思います。

会員の皆様のご協力を心

からお願い申し上げます。 

 

＊ 会計          師岡 友次 

今年度のこれまでの会計報告をさせていただき

ます。各委員会・諸費用の予算に基づき順調に維

持しております。詳細は 1 月の例会で報告します。 

前年度の会計報告は、令和元年 7 月 25 日（木）

事務局において、所沢西ロータリークラブ細則に

より、2018 年 7 月 1 日～2019 年 6 月 30 日の期間

の監査を実施しました。関係諸帳簿、証憑書類等、

所定の監査を実施し、その財源及びすべての使途

が正確である事を、認めました。 

以上、報告いたします。 

 今週の担当   須澤 一男 


