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会長の時間（挨拶・報告）
会長就任のご挨拶で触れさせていますが、「米山梅吉」に焦点を当
て、日本におけるロータリーの歴史からロータリーの原点である「奉仕
の理念」を理解するために、1 年間を通して「米山梅吉」の足跡を辿っ
ていきたいと思います。ご存じの方にとっては「釈迦に説法」になるか
もしれませんが、ご容赦をお願いします。
「米山梅吉」に興味を抱いたのは、2018 年（平成 30 年）入会して 4
年目にロータリー財団・米山奨学会委員長を拝命したときで、早速その
年の１０月に静岡県三島市に隣接の長泉町にある「米山梅吉記念館」に
浅野会長挨拶
２０２２－２０２３

行く機会がありました。この記念館の敷地は代々米山家の住居地の一部
で、米山梅吉のご子息から土地の寄贈を受け、周辺のロータリアンが中
心となって 1969 年（昭和 44 年）に開館しました。総面積 1,000 ㎡の鉄
筋コンクリート 2 階建で、展示室には遺品や出版物などの資料の他、ロ
ータリークラブの歴史資料、米山家の収蔵品や米山梅吉が三井信託
（株）社長時代に使っていた机、椅子、金庫などが展示されています。
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明治・大正・昭和の時代をどう受け止めて生きてきたかを知ることで、
日本人としてのロータリーの知識やロータリアンとしての意識を少しで
も深めて行ければと思います。
米山梅吉の生涯の足跡は大きく 3 つに分けられます。
1 つ目が「少年・青年期の大冒険」の時代です。
16 歳で勉学の志を貫き、家出同然で沼津を離れ、上京して苦学し、更
にアメリカに渡り、28 歳で帰国するまで働きながら、いくつかの大学で

クラブ概要
第２８００地区ガバナー 佐藤 孝子
第 6 グループガバナー補佐 芳賀 康雄
長井ロータリークラブ会長
浅野 敏明
幹事
梅津 喜博
例会日 毎週火曜日 12：15～13：15
例会場 タスパークホテル
℡0238-88-1833
事務局 長井商工会議所内
℡0238-83-2047
ＵＲＬ：http://www.nagai-rc.jp/
Ｅ－ｍａｉｌ：info@nagai-rc.jp
会報委員会 高内政勝 土屋茂樹
河井 智寛

学びました。
２つ目が「アメリカから帰国した３０歳頃からの三井銀行をベースと
した実業家としての成功を収めた」時代です。
政府特派員として外国との交渉に臨むなど、日本を代表する金融・財
政家となりました。
３つ目が「実業家としての成功を背景に、社会還元としての奉仕活
動」の時代です。
″各自の職業を通して社会に奉仕する″という理念を掲げて、日本に
おけるロータリークラブの創立をはじめ、私財を投じて多方面への奨学
援助や「三井報恩会」による社

会・文化事業への助成活動など、社

会貢献活動の先駆者と呼ばれるに相応しい事業を残しました。

また、米山梅吉の生涯に大きく影響を与えた３人が挙げられます。
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１人目が実父の「和田
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竹造」です。

父は幼少の時に他界していますが、もしも、長生きして明治維新後に
大和国高取藩（奈

良県高取町）に一家で戻っていたら、米山梅吉の生

涯は全く変わっていたことになります。
２人目が「池田成彬（しげあき）」です。
米山梅吉の 1 歳年上で、同じ時代に三井銀行で働き、終生の親友・良
きライバルで 1937 年（昭和 12 年）に日本銀行総裁に就任、翌年は第一
次近衛内閣の大蔵大臣に就いています。
３人目は「ポール・ハリス」 です。
米山梅吉と同じ 1968 年（明治元年）の 2 ヶ月遅れて誕生し、米山が
亡くなった 1946 年（昭

和 21 年）の翌年に逝去しています。全く同時

代の人であり、ポール・ハリスは父の事業の失敗のため、祖父母により
養育されました。幼少で父を失い養子となった米山はポール・ハリスの
境遇に共感していたものと思われます。
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米山梅吉は、1968 年（慶応 4 年・明治元）2 月 4 日、現在の東京都港
区西新橋一丁目付近で、高取藩の士族・和田竹造の三男として生まれ
た。明治維新前には父竹造は梅吉の幼少時に他界、一家は母「うた」の
郷里である伊豆の三島（現静岡県三島市）に移り住みました。母の生家
は三島神社の神官だったこともあり、父母が士族と神職で当時にあって
は教養人であったと思われ、梅吉も利発で知識欲も旺盛な少年だったよ
うです。
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そんな少年の存在を見知っていた近在の旧家で名主の米山家に請われ
て、梅吉は尋常高等小学校在学中の 1879 年（明治 12）に米山家の養子
となりました。米山家は農家でしたが、地主だったため農作業にあたる
必要はなかったようです。梅吉少年は学業以外の雑事に煩わされること
なく向学心の赴くまま、存分に勉強に没頭することがでる環境でした。
とりわけ漢学が得意で、自ら漢詩を作ったりもしていました。1881 年
（明治 14）、梅吉少年は沼津中学校に入学し、校長の江原素六は米国視
察の経験を持つ教育家で、梅吉少年は江原の教養を享受し、欧米の文化
に目を開きました。漢書はもとより英語を学ぶことで学問の領域を広め
ていった梅吉少年には、やがて東京に出て、より高度な学びの機会を得
たいという欲求が芽生えました。米山梅吉は 1883 年（明治 16）12 月に
意を決して家を出て、箱根山を越えて東京へと向かいました。本日は以
上で、この続きは次回にします。

浅野 敏明
2

会長

長井ロータリークラブ

会報

(第２９０１回

令和４年８月９日)

今年度第５回

幹事報告

各種報告

・理事会を開催致しました。9 月のプログラム、4 クラブ合同例
会、ガバナー賞、地区補助金申請の 4 点を確認しました。
・長井ソロプチミストが主催するチャリティゴルフのとりまとめ
を村田会員にお願いしております。
・ローターアクト、インターアクトの関係で伊藤克也会員からの
ご報告をいただくことになります。
梅津 喜博

幹事

親睦委員会
２０２２－２０２３

・ビアパーティーのご案内をいたします。各会員のご参加をお待
ちしております。

河井 智寛 委員長

プログラム委員会
・9
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月のプログラムのご案内をいたします。お手元の資料の
とおりです。
齋藤 裕之 委員長

長井ロータリークラブ
雑誌広報ＩＴ委員会

・ロータリーの友 32 頁 2800 地区からの出向役員が紹介されてお
ります。
・ガバナー月信 15 頁 当クラブの高橋会員が紹介されておりま
す。
小笠原 信吾 委員長
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青少年奉仕・国際奉仕委員会
・インターアクト 7/27 に南陽高校の視察に
参加しました。ガバナーも含め交流し、高校
生が楽しく作業しておりました。(写真参照)
・ローターアクト 今月、第 2800 地区会合が
ありますので出席してまいります。
伊藤 克也 委員長
（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会）

ニコニコＢＯＸ
・ゲストを歓迎して（浅野敏明会長）
・ゲスト庄司様を歓迎して（伊藤克也会員）
・庄司さんを歓迎して！(村田剛会員)
・庄司紗千さんを歓迎して（河井智寛会員）
・ゲストを歓迎して（齋藤裕之会員）
横沢
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【ゲスト紹介】
本日のゲスト卓話は、シンガーソングライターの「庄司紗千」さん
です。庄司さんは山形市出身で洗足学園音楽大学ピアノ科を卒業後、オ
リジナル曲の作詞作曲をはじめ、2005 年（平成 17 年）から二人組のユ
ニット「てまり」のピアノボーカル「さらら」として活動され、2011
年（平成 23 年）から「庄司紗千」に改名し、ソロ活動で活躍されてい
ます。2019 年（平成 31 年）4 月より山形に拠点を移し、現在は山形放
送ラジオ「庄司紗千の夕暮れチョコレート」をはじめ、おらんだラジオ
では毎週火曜日放送の「庄司紗千のなんかステキなことが起こりそう」
の番組を担当しています。
さ ち

詳細については、後ほどのゲスト

ゲスト（庄司 紗千 様）入場

卓話でお聞きできると思いますの

ゲスト卓話

で、楽しみにしています。どうぞよ

２０２２－２０２３

ろしくお願いいたします。

浅野 敏明 会長
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さ ち

卓話

シンガーソングライター 庄司 紗千 様

「ロータリークラブに何かステキなことが起こりそう」
私は山形市に生まれ育ちました。長
いこと東京で生活をしていましたが、
3 年前に山形県に帰ってきました。3
年前からおらんだラジオに出演してい
ます。このときからお世話になってご
縁から、長井市という場所が特別な場
所になりました。山形県に帰ってきた
きっかけは、自然が恋しくなったから
につきます。当時、東京に住んでいま
したが、山形県に帰ることは音楽をあ
きらめることとイコールじゃないかと
言われていました。
山形県に帰ってきたときに、おらんだラジオに電話しました。
電話口でおらんだラジオのプロデューサーとお話をし、出演が決
まりました。出演のために長井市に来るたび、長井のひと・場所
に接しています。伊佐沢の桜をみたときには「おじいちゃん、頑
張れ」という気持ちになったのを覚えています。また、山形県で
活動するミュージシャンとも接するようになり、刺激を受けてい
ます。軌道にのってきたとき、いわゆるコロナ禍が発生したので
す。コロナ禍のため、仕事のスケジュールがほとんどなくなりま
した。といっても負けていられません。コロナ禍にあわせるた
め、リモート発信をするための機材を揃えました。今は TIKTOK
が流行していますが、当時は Instagram が流行っていました。そ
のため、Instagram を通したライブを開催しました。
4

長井ロータリークラブ

会報

(第２９０１回

令和４年８月９日)

今年度第５回

将来を見据えて、新しいことを 3 つ始めています。
① 今は、音作りもリモートで行うようになっています。遠隔地
にいる方が奏でる音を重ね合わせてオケが出来上がります。
そこでリモートを使った曲作りをしてみました。とてもいい
ものができました。
② PV を作りました。温泉好きですので、温泉をイメージする PV
を作りました。温泉と言えばフラダンスです。山形には、日
本美魔女グランプリをとった方がおられます。その方にご無
理を申し上げて協力してもらいました。いい PV が出来ました
ので、みなさまも是非ご覧下さい。
③ ipad を使い始めました。スコアも ipad の画面に映して見る
ようになっています。他の方々と同じ機械を使うとストレス
なく情報を受け渡すこともできます。
最近は、映像の世界にも参加する
ようになっています。例えば、ラフ
ティングの体験はとても楽しくお仕
事させていただきました。ライブも
できるようになりました。高畠町と
山形市でコンサートをすることにな
っています。みなさま是非お越し下
さい。
将来は、山形のあたたかさを歌に
乗せ、日本に広めていきたいと思い
ます。
ご清聴ありがとうございました。
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さ ち

※今後の庄司紗千様の活動・コンサートの予定です。

本日の出席率
８８．０％
次回例会
８月２３日(火)１８：００～
夜の例会（8/16 は休会です）
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