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浅野会長挨拶 

 会長の時間（挨拶・報告） 

 本日は「米山梅吉」の足跡として、2 回目となります。 

 満 15 歳の梅吉少年が上京後、沼津中学校の先輩である医科大

学生の「波多野弥太郎」の紹介で、銀座二丁目にあった「江南学

校」に身を寄せました。その他、在京の身寄りとしては、長兄の

栄次郎とその妻の兄である「望月功」で、「望月功」には江南学

校の保証人になっています。 

 次に選んだ学舎は芝にあった「土井光華塾」で、ここで書生と

して置いてもらうことになりました。この土井塾での最大の収穫

は、後に三井銀行に入る際に紹介者となる学友の「藤田四郎」を

得たことでした。しかし、ここでの滞在は約１年ほどで、その後

東京府の採用試験を受けて下級役人として採用となりました。こ

のとき、芝愛宕町（現港区愛宕一丁目付近）に初めて居を構え、

母「うた」を呼び寄せて一緒に暮らしました。 

 養父藤三郎としては、学費を出さない兵糧攻めで梅吉少年が進

学をあきらめて帰郷することを願っていましたが、落胆したこと

思います。 

 いったんは職の道を選びましたが、東京府の役人で満足でき

ず、また、進学を諦めることができず、三番目の学舎として「東

京英和学校」（現青山学院）で学び、されに英語のブラッシュア

ップするため、四番目の学舎として、津田塾大学創立者梅子の父

「津田仙」と米国メソジスト基督教会宣教師によって開設された

「東京銀座福音英語学校」で学びました。この学校の紹介があれ

ば、渡米して日本人経営の「福音会」を拠点に、米山家からの学

費に頼らずに独学で学ぶ路があることを知ったことで、移ること

になったと思われます。 

 「米山梅吉」は 21 歳にして、念願の米国留学を果たすことに

なります。働きながらの苦学でありましたが、米国の庶民文化に

直接触れることになり、後年において実業家として、また、奉仕

人としての活動に大きな役割を果たしました。 

 米国留学では、オハイオ州のウェスレアン大学、マスターオブ

アーツ大学やニューヨーク州シラキュース大学、ロチェスター大

学で政治学を中心とした勉強を続けていました。 

 留学していた 1887 年（明治 20 年）から 1895 年（明治 28 年）

までの 8 年間は、日本にとって近代的政治の確立と資本主義的経

済体制を立ち上げるための大変重要な時期であり、明治 20 年に
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大日本帝国憲法が発布され、翌年には第 1 回帝国議会が開催され

ました。 

 明治 22 年には新橋～神戸間と上野～青森間の鉄道が開通し、

長崎造船所、三池炭鉱や富岡製糸場などの産業が民間へ払い下げ

が行われるなど、日本版産業革命と言われる時期を迎えました。 

 本日は以上にさせていただき、続きは次回にさせていただきま

す。 

 

 さて、8 月 3 日の豪雨災害について、主な被害状況がまとまり

ましたので、お知らせいたします。降雨量は 8 月 3 日から 8 月 4

日 11 時までに 243.5mm（観測史上最大）で 1 時間当たりの最大

降雨量は 18 時から 19 時で 59.0mm でした。建物被害では、床上

浸水住宅 12 件、他 33 件、床下浸水住宅 74 件合計 119 件でし

た。内閣府は 8 月 23 日に激甚災害に指定しました。今後災害復

旧に取り組みますが、応急対応費用として、道路河川・公園で、

８１．５百万円、農地、林道で１９．６百万円、その他６．９百

万円合計１０８百万円が災害関連の補正予算として計上されまし

た。今後国への補助申請を経て災害査定後、１２月頃から本復旧

工事になる予定です。 

 

 本日は、会員増強委員会委員長の長井中央青果株式会社代表取

締役社長であります「大山友規憲」会員の卓話になります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

浅野 敏明 会長 
 
 
 

   
 ※米山梅吉の足跡その２   ※豪雨災害の爪痕 
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各種報告 

  

幹事報告 

・４クラブ合同例会のご案内をいたします。詳細なご案内をお配
りしておりますのでご参照下さい。 

・８月２１日 ローターアクトの会長幹事会が行われました。後
ほど伊藤克也会員よりご報告いただくことになっております。 

・米山梅吉記念館より総会開催のお知らせが届きました。 

・伊藤克也会員・齋藤慎二会員より早退届がでております。 

梅津 喜博 幹事 
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 出席委員会 

・在籍年数表彰を紹介します。 
斎藤 慎治 会員（３９年） 
浅野 敏明 会長（８年） 

 
 なお、前回の表彰式にいらっしゃらなかっ
た渡部会員について改めて紹介します。 

渡部 賢一 会員（１８年） 
 

梅津幹事（代行） 

 

青少年奉仕・国際奉仕委員会 

 ローターアクトの会長幹事会に出席してま

いりました。次年度に山形県にて開催される

予定のローターアクト全国大会などについて

協議がありました。国際ロータリーは、ロー

ターアクトは一つのクラブとして取り扱って

おりますが、２８００地区においては、独立

には至っておりません。 

 １１月にローターアクトの日があります。

この日は、山形市内のお寺さんを観光する機

会があります。ご参加のほどよろしくお願い

します 

 

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 

・大山委員長。卓話ご苦労様です。 

（横澤敏彦会員） 

・大山会員の卓話楽しみにしています。 

（齋藤喜内会員） 

・前回欠席しました。   (高橋秀幸会員) 

 
       横沢 茂 委員長 

 

 

 

 

 

※浅野会長と渡部会員 
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大山委員長卓話 

  
会員卓話 

【会員増強・ロータリー情報委員会 大山 友規憲 委員長】 

 

テーマ≪会員増強・会員維持について≫ 

 

１． 会員増強の意味 

２．勧誘の在り方、クラブの活性化と魅力の発信 

３．職業分類について 

４．入会資格とは 

５．入会する方へ伝える事 

６．入会までの流れ 

７．新入会員の方へのフォロー 

 

 

【以下は、卓話のレジメです。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

会員卓話 

２０２２－２０２３ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 

長井ロータリークラブ 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 

mailto:info@nagai-rc.jp


長井ロータリークラブ 会報 (第２９０３回 令和４年８月３０日) 今年度第７回 

5 

 

 

国際ロータリー 第２８００地区 

長井ロータリークラブ 
 
 
 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 今後入会者向けの「しおり」等を作成し、わかりやすく伝えて

いきたいとの説明がありました。 

 また、新入会員の方が慣れるまで、会員のみなさまにはサポー

トをお願い出来ればとの依頼もありました。 

 新たな会員の入会をお待ちしております。 

 

 

 
 

次回例会  
９月６日(火)１２：１５～ 
通常例会（ゲスト卓話の予定です） 
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