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浅野会長挨拶 

  

会長の時間（挨拶・報告） 

 本日は２８００地区第６グループ４クラブ合同例会にご案内を

申し上げたところ、多くの会員にご出席をいただきましてありが

とうございます。 

 私は、２０１４年（平成２６年）に、それまで市職員として、

社会貢献をライフスタイルとしていたこと、また、退職後も行政

書士業務を行っていたことともあり、職業奉仕や社会奉仕の理念

に共感し、歴史と伝統のある長井ロータリークラブに入会するこ

とになりました。 

 長井ロータリークラブは１９６２年（昭和３７年）に創立し、

今年の６月２５日に６０周年を迎えることができました。５月２

８日に開催しました「創立６０周年記念式典」の際には、2800

地区の各ロータリークラブよりご出席をいただき、特に３クラブ

の皆様方には、多くの会員にご出席を頂きました。改めて感謝を

申し上げます。 

 そして、入会して 4 年目の 2018 年（平成 30 年）にロータリー

財団・米山奨学会委員長を拝命した際に、「米山梅吉」に興味を

もち、早速その年の１０月に静岡県長泉町にある「米山梅吉記念

館」に行く機会がありました。 

 日本におけるロータリークラブの創設者「米山梅吉」は 1868

年（明治元年）2 月生まれでロータリーの創始者ポール・ハリス

より 2 ヶ月先に生まれています。境遇も似ており 5 歳で父親「和

田竹造」が逝去し、母の実家静岡県三島市で幼児を過ごし、米山

家の養子となりました。しかし、高度な学びの機会を得たいとい

う欲求が芽生え、意を決して家を出て 16 歳で上京し、東京英和

学校（現在の青山学院大学）などで学びました。 

 21 歳から 8 年間、働きながらの米国留学を経て、1898 年

（M31 年）30 歳で三井銀行に入社し、銀行業務の近代化を進

め、現在の銀行業務の礎を築くなどの実績を踏まえて常務取締役

となりました。55 歳で辞任し、翌年の 1924 年（T13 年）信託業

法が制定されると素早く信託会社を設立し、取締役社長に就任ま

した。新分野を開拓し、その目的を”社会への貢献”とするなど、

今日でいう慈善活動の基盤をつくりました。 

  晩年の 1934 年（S9 年）66 歳で三井信託(株)社長を辞任し、財

団法人三井報恩会の理事長となり、ハンセン病・結核・癌研究の

助成など多くの社会事業・医療事業に奉仕しました。また、子ど

もの教育のために、「はる」夫人と共に私財を投じて小学校を創

２０２２－２０２３ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 
 
 
 

 



長井ロータリークラブ 会報 (第２９０７回 令和４年１０月４日) 今年度第１２回 

2 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

立するなど”何事も人々からしてほしいと望むことは人々にもそ

の通りせよ”これは米山梅吉の願いでもあり、ご自身の 生涯その

ものでした。”他人への思いやりと助け合い”の精神を身もって行

いつつ、そのことについて多くを語らなかった陰徳の人でした

が、終戦の翌年 1946 年（S21 年）享年 78 歳で逝去されました。

（ポール・ハリスも翌年同じ歳で逝去しています） 

 ＲＣ都の出会いは、1918年（大正 7年）の渡米中、ダラスＲＣ

のロータリアンになっていた福島喜三次より紹介されたことがき

っかけで、RC と出合いました。そして帰国後の 1920 年（大正 9

年）米山梅吉は東京ロータリークラブを創立し会長に就任しまし

た。これが、日本における RC の第一歩となりました。その後、

米山梅吉は、1924―26 年度ＲＩのスペシャル・コミッショナ

ー、1926―27 年度ＲＩ理事（日本人初）などを歴任していま

す。また 1952 年(S27)、東京ＲＣは彼の功績を記念し、日本で学

ぶ外国人留学生に対して支援を行う「米山奨学制度」を構想しま

した。これが現在の「ロータリー米山記念奨学会」です。 

 米山梅吉が晩年「国際ロータリーの精神」と題し執筆していま

す。 

 一 交じりを広くして奉仕の機会を得ること 

 一 実業及び専門職業の道徳水準を高め、有用なる業務の価値

を認めて、その尊厳を保ち以て社会に奉仕すること 

 一 個人としての業務関係並びに社会共同生活の上に、常に奉

仕の理想の実現を期待すること 

 一 奉仕の理想を以て結合し、実業及び専門職業として、世界

的和合親善延いて国際平和の促進を期すること 

 現在でも充分に通用する内容で、「クラブ奉仕」「職業奉仕」

「社会奉仕」「国際奉仕」を日本人として「ロータリーとは何

か」について、総括的に当時の社会でも理解できる表現になって

います。米山梅吉はこの奉仕活動を精神運動の域にとどまること

なく、具体的な奉仕活動として生涯を通して実行されました。私

は、米山梅吉の足跡と出会ったことで、自分自身のライフスタイ

ルに大きなインパクトとなり、奉仕活動の意義を理解することが

できたと思っております。 

 さて、今年度 RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏は、初の女

性会長として、イマジン・ロータリー（IMAGINE ROTARY）を

ＲＩテーマとして「世界にもたらす変化を想像して、大きな夢を

描き、その実現のためにロータリーの力とつながりを生かすよ

う」と呼びかけました。 

 また、RI 2800 地区佐藤孝子ガバナーは、 
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☆ソングリーダーの大山会員 

 
 

 
 

☆四つのテスト 

       
 

       Diversity（ダイバーシティ）：多様性 

     Equity（エクイティ）：公平性 

     Inclusion(インクルージョン）：一体性 

の取組みを最優先事項として、DEI：出会いを大切にするよう呼

びかけました。そして、今年度長井ロータリークラブの基本目標

の一つにサスティナビリティ（持続可能な社会）実現を目標に掲

げました。 

 持続可能な社会や環境を実現していくために、日本的な考え方

に置き換えると「もったいないと思う心と知恵」を実践し、次世

代に伝えることだそうです。先ずは、小さな事ですが、持続可能

な社会を築く一歩として、食事の無駄を無くすところから、例会

のあとの懇親会では、食事を残さないで食べるため、始まりの４

０分とお開き前の２０分の「４０－２０運動」を RC バージョン

として、自席で食事をとっていただくようお願いいたしまして、

ご挨拶といたします。  

 

浅野 敏明 会長 
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芳賀ガバナー補佐ご挨拶 

  

ガバナー補佐ご挨拶 
 
第６グループ(Ｂ)ガバナー補佐 芳賀康雄 様 

 
 
今年度の活動計画策定に関する御礼

や、佐藤孝子ガバナーが各ロータリーの
訪問を一巡されたことについて報告があ
りました。 
 

 また、白鷹ロータリークラブ役員の
方々のご紹介をいただきました。 
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 幹事報告 
 

〇小国・長井中央・白鷹・長井各ロータリークラブ幹事の方々よ

り、幹事報告をいただきました。 
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置賜総合支庁長西澤義和様ご講演 

  
【豪雨災害における寄付金贈呈】 

 
 ８月に発生した豪雨災害につい

ては、西置賜地域においても甚大

な災害が発生しており、地域の復

旧・復興に資するために寄付金を

贈呈することとし、小国・長井中

央・白鷹各ロータリークラブ様と

合同で、「置賜総合支庁長様」に寄

付金目録を贈呈しました。 

 

 
 

 

【講 演】 ≪西澤 義和 氏（山形県置賜総合支庁長）≫ 

 

「山形県置賜総合支庁の取り組み状況について」 

 

最近の概況について 

・新型コロナ対策 

対応する保健所は、所員総員による対応を行う体制をとっておりま

した。様々な支援をいただき感謝申しあげます。なお、９月から事務手

続が簡略化されております。 

 

・豪雨被害の現状 

 印刷所、ガソリンスタンド 、工場への大きな被害をそれぞれ確認して

おります。また、観光資源を活用できない被害も生じております。 

 国道 121号の道路寸断、小白川の冠水被害は特に大きな被害があ

り、復旧工事が急ぎ進められております。 

 水稲、アスパラガス、えだまめの各農作物被害があり、農業委員会

が対応し始めています。 

 米坂線は置賜地方の県民にとって大事な移動手段です。米坂線の

復旧については、国交相に強い要望を伝えております。 

 

 
※以下は講演スライドを抜粋し掲載してます。 
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※浅野会長開会あいさつ・庄司様ご紹介 
 
 

   
みんなで手拍子、盛り上がる～♪ 

 

 

・その他 

 ポストコロナに向けて、新しい価

値観を提案していきます。 

 例えば、アーティストと旅行をコラ

ボした観光商品を発案しています。

また、一泊 6万円を越える宿泊施

設にもお客様がいらしてくれていま

す。新しい価値観に基づく経済の

発展を行えれば、と思います。ま

た、U ターンの推進、専門職大学

の設置により、多様な人材を確保

していこうと思います。 
 
※ご講演の内容とりまとめは、右側スライド抜粋をご参考願います。 

 

 

   
※浅野会長より御礼の挨拶 

 

 

 

 

 

【♪ミニコンサート♪】 

シンガーソングライター 庄司 紗千
さ ち

 様 

 

    
 

 
 
楽しいひとときを過ごすことがで

きました。 

ありがとうございます。 

 

 

プログラム２．懇親会 
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☆白鷹ＲＣ齋藤会長様の音頭で乾杯 

   
 
☆ゴルフコンペ表彰式 

 賞品も沢山! 

※齋藤副会長による親善合同コンペ成績発表 

 

優勝 横澤 寿彦 様  ２位 今間 邦雄 様  ３位 安部 昌晴 様 

その他ドラコン・ニアピン賞等の発表と賞品授与が行われました。 

 

  
優勝＆ベスグロ賞は、 

横澤寿彦会員でした。おめでとうございます。 

 

☆合同ゴルフコンペの様子 

  
 
有意義な交流を行うことができました。皆さま大変お疲れさまです。 

 

  

  


