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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、３回目となります。 

 米山梅吉が米国から帰国し、一時福沢諭吉により創刊された「時事新

報」に就職しました。（時事新報は日刊新聞に代わり、昭和 11 年に毎

日新聞と合併しました。なお、毎日新聞は明治 15 年に東京日日新聞と

して創刊、朝日新聞は明治 12 年に創刊、読売新聞は明治 7 年に創刊し

ています）月給が安いことを理由（月 20 円）に退職し、実業界への心

を切り替え、「日本鉄道会社」（給料 40 円）に就職しました。しか

し、「日本鉄道会社」は当時日本一の大会社であったが、技術家が重用

され、事務部門は重要視されてなく、運輸課で与えられた仕事は「渉外

事務担当」であり、満足する仕事でなかったようで、1 年ほどで退職し

ました。 

 帰国して 2 年数ヶ月の期間は、米国に留学した 8 年間、日本を留守に

していた間の社会情勢の変化に対応するためにも、必要な期間だったよ

うです。 

この後、米山にはいくつかの幸運な巡り合わせが待っていました。 

 その第一は、井上馨の女婿である旧友の藤田四郎から依頼を受けた井

上馨が「合名会社三井銀行」に米山を紹介したことで、採用されたこ

と。第二は、三井銀行の中上川彦次郎が革新的経営者であり、その下で

働く競争甲斐のある同僚と巡り会えたこと。そして第三は、入行の翌年

に 14 ヶ月にわたる欧米銀行業務調査出張の機会を得て、銀行内外の高

評価を獲得して銀行マンとして進む自信をつかんだことの三つの幸運が

挙げられます。 

 なお、三井銀行は明治 15 年日本銀行の創立により、官金取扱を返上

することで経営危機を迎えましたが、中上川彦次郎の大改革によって危

機を脱しました。大改革の一つに、従来から月給を安くして、手当・弁

当代・宅料・見舞金の名目で三井家から恩恵的に支給していたやり方を

廃止して、当行の事務行員月給表を設けたことや会社を通さずに個人取

引を禁ずること、成績本位の昇級・昇進を行ったなどが上げられます。 

 米山が最初に配属されたのは、本店（現在の日本橋三越百貨店付近）

の貸付係だったが、9ヶ月で翌 31年 7月には神戸支店次席となり、更に

同年 9 月には「欧米銀行業務調査」を目的とする 14 ヶ月に及ぶ長期出

張を命じられています。この新入社員としての 9 ヶ月は、全くのエリー

トとしての業務研修期間であったようです。 
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 一緒に出張命令を受けたのが、池田成彬と丹幸馬でありました。池田

成彬は、米山梅吉とともに、後々までも三井銀行の経営を担い、その後

日銀総裁や第一次近衛内閣の大蔵兼商工大臣を務め、米山の生涯を通し

ての友であり良きライバルであったようです。 

 明治 31 年 9 月 13 日に汽船「ゲーリック号」（6 千ｔ級）にて横浜港

から出帆し、9 月 30 日にサンフランシスコに到着後、大陸横断鉄道で

10月 1日にシカゴに到着し、ニューヨークやフィラデルフィアの数行を

廻り視察・調査を行ったようです。 

 明治 32 年 1 月 28 日にニューヨーク港からロンドンに出帆し、2 月 4

日にリバプールに到着後、ロンドンで数行を廻り手形交換所・倉庫業な

どを見学・実習・調査を行い、更に 5 月 29 日から大陸に移動し調査業

務を行った上、明治 32 年 10 月 17 日ドイツの郵船「キューニッヒ・ア

ルベルト号」にて帰途に就いています。 

 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、新型コロナウイルスの第 7 派もようやく落ち着きをみせ、１０

月８日からは「オミクロン株対応ワクチン接種が開始されています。基

本的には直近接種日から 5 ヶ月経過の方からになりますが、3 ヶ月経過

に短縮されるようです。 

 なお、現在 3 回目、4 回目の接種券をお持ちの方は、そのままワクチ

ン接種が可能となります。（国が負担するワクチン接収は、これで終了

するのではないかとの情報もあります。） 

 また、国は、新型コロナとの共存に向けて新型コロナウイルス感染者

の全数把握を見直し、届け出対象者を高齢者ら重症化リスクの高い人ら

に限定する措置について、9月 26日から全国一律に適用になりました。 

 山形県においても、９月 14 日から「全数把握」を見直し、医療機関

が保健所に発生届を提出する対象は 

   ① 65 歳以上の方 ②重症化のリスクがあり治療薬が必要な方 

   ③ 入院が必要な方 ④妊婦の方 

   に限定されることになります。 

 なお、全ての感染者数の報告を求め集計は継続する方針で、届出対象

外の人にも「陽性者フォローアップセンター」が体調悪化時などに相談

に応じる事としており、陽性が判明した対象外の人も、センターに陽性

登録をした上で、体調悪化時はセンターに連絡するよう周知していま

す。 

mailto:info@nagai-rc.jp
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 感染者数の集計は続けられることになるため、感染状況は引き続き把

握できますが、若い世代など「発生届」の対象外の人が自宅療養中に体

調が悪化しても気づきにくくなるなどの課題もあるようです。 

  

 本日のゲスト卓話は、地域おこし協力隊「シェルビー・リー・ブラウ

ン」さんです。ブラウンさんは 1993 年（平成 5 年）9 月にアメリカ、

アーカンソー州生まれで 28 歳になります。 

 令和３年１０月に長井市「地域おこし協力隊」に採用され、現在「け

ん玉のふる里プロジェクト推進活動」を精力的に行っており、けん玉を

通した地域の魅力発信、観光誘客や賑わい創出等の地域活動に従事する

とともに、地域住民と連携しながら、長井市におけるけん玉によるまち

づくりを推進しています。 

 詳細については、後ほどのゲスト卓話でお聞きできると思いますの

で、楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

浅野 敏明 会長 
 

 
 
 

幹事報告 

・第７回理事会を開催しました。１１月プログラム及び２８００
地区資金についてご承認いただきました。また、出向者に対す
る旅費を支給する旨もご承認いただきました。 

・１１月６日 ２８００地区 ガバナーノミニー歓迎会が予定さ
れております。会長幹事にて出席する予定です。 

梅津 喜博 幹事 

mailto:info@nagai-rc.jp
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各種報告 

 プログラム委員会 

１１月プログラムを発表します。お

手元に資料の通りですが、第５週に会

員５分間スピーチを予定しておりま

す。スピーチをお願いすることになり

ます。各会員からのご協力をお願いし

ます。 
        齋藤 裕之 委員長 
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 雑誌広報・IT 委員会 

ロータリーの友２２ ４７頁に南陽

臨雲 RC さんの記事が掲載されておりま

すのでご覧下さい。 

 
小笠原 信吾 委員長  

青少年奉仕・国際奉仕委員会 

ガバナー月信３頁にローターアクト会長

幹事会の記事が掲載されております。 

これからも活発な活動をしていきたいと

のことでしたので、目をむけてあげてくだ

さい。 

伊藤 克也 委員長 

（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会） 
 

親睦委員会 

〇８月ならびに１０月誕生日祝いです。 

・大山友規憲会員（8/17） 

・齋藤慎治会員（8/16） 

・遠藤伴明会員（10/2） 

〇奥様の誕生日のお祝いです。 

・齋藤慎治会員奥様（8/27） 

・横澤寿彦会員奥様（10/14） 

・大山友規憲会員奥様（10/20） 

〇結婚記念日のお祝いです・ 

・齋藤慎治会員（10/15） 

おめでとうございます。 

河井 智寛 委員長 
 米山奨学会寄付 

 米山奨学金月間に寄せて （手塚典雄会員 5000 円） 

 
 ニコニコＢＯＸ 

・ゲストを歓迎して（浅野寿彦会長） 

・ゲストを歓迎して（河井智寛会員） 

・ゲストを歓迎して (高橋秀幸会員) 

 
       横沢 茂 委員長 

 

 

※浅野会長と斎藤会員 
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卓話 

  
ゲスト卓話 シェルビー・リー・ブラウン 氏 

【地域おこし協力隊 けん玉ふる里プロジェクト推進事業】 

 
１ 来日した経緯 

  私は、アメリカ合衆国アーカンソー州に生まれ育ちました。

アーカンソー州に馴染みのない方もおられるかもしれませんの

で紹介しますと、アーカンソー州はアメリカの中でも自然が多

いといわれている地域です。 

私は、アメリカの大学にて、日本の言葉を学びました。 

 ２０１５年、交換留学生になることができました。当時は、日

本で生活することまでは考えていませんでしたが、同年８月に

初来日し、大船渡市のサマーキャンプのなかで子ども達にアメ

リカのことを教えたことが楽しかったのです。再来日し、大船

渡市まつりに参加しましたが、山車を引っ張るシーンのダイナ

ミックさに心を打たれた記憶があります。 

  ３度目・４度目の来日は石川県へのホームステイでした。塩

づくり、珪藻土のモノつくりというアメリカではできない経験

をしました。日本で生活する気になっていきました。石川県に

いるころ、ＡＬＴの方からＪＥＴプログラムのお話をうかが

い、日本に就職口があるとわかりました。 

  ホームステイを終えてアメリカに帰りましたが、ＪＥＴに合

格する目標ができました。オンライン授業をとって勉強しまし

た。２０１６年１０月ＪＥＴに応募し、合格。２０１７年７

月、出入国在留管理局でスピーチし、晴れて日本で生活できる

ようになりました。 

  

２ 日本の生活 

  当初は、福島県で生活していました。 

２０１９年４月、けん玉を知りました。１００円ショップで

けん玉を買いましたが、本格的なけん玉がほしくなり、山形工

房作のけん玉を買いました。夢中になってけん玉を練習し、オ

ンラインワールドカップにも出場しました。このオンラインワ

ールドカップの中で、長井市が地域おこし協力隊を募集してい

ることを聞き、応募しました。けん玉の本拠地で生活し、けん

玉の普及に努めたいと考えたからです。 

 

３ けん玉について 

  けん玉は老若男女いずれも楽しめるものです。世代をこえた

コミュニケーションツールと捉えています。長井市はけん玉が

市技なものですから、コミュニケーションの実践を図りたいと

思ってます。また、駅前に所在する「ＳＰＩＫＥ」にて無垢の

けん玉をその人なりの色に染めてもらうことも行っています。

「ＳＰＩＫＥ」では、小学生向けのけん玉教室、メディア出演

なども行っています。 

  「ＳＰＩＫＥ」では、オリジナルけん玉を開発し技術の発展

をうながす、けん玉の大会を催すなど計画していますが、私も

その一員として、協力していきます。 

ゲスト卓話 
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４ 東北地方について 

 アーカンソー州に生まれ育った私は、東北地方に親近感を抱

いています。東北地方の良さは、エンターテインメントではな

く、昔ながらの文化にあるように感じます。インバウンド、メ

ディア出演を通じた有名人との交流をしながら、今後も頑張っ

ていきます。 

 

 

出席率 

８７．５％ 

 

 
次回例会  
１２月２５日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会（ゲスト卓話の予定です） 

 

   

※さまざまな活動についてご報告いただきました。ありがとうございます 

    

※けん玉の実演も披露いただきました。（早くてカメラピント合わず・・・。） 

    

※最後は浅野会長から御礼の挨拶をさせていただきました。 

mailto:info@nagai-rc.jp

