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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、５回目となります。 

三井銀行は 1909 年（明治 42 年）に、それまでの合名会社から株

式会社に改組して、明治 24 年から中上川彦次郎によって始められた

経営近代化のための大改革の締めくくりを行いました。 

この時の（株）三井銀行の役員構成は、 

 取締役社長 三井 高保 

 常務取締役 米山 梅吉   池田 成彬  早川 千吉郎   

 取締役   三井 守之助  団 琢磨   飯田 義一 

   林  健 

 監査役   三井 武之助  朝吹 英二  小野 友次郎 

 

米山梅吉は、この常務取締役への就任によって、初めて三井銀行

の経営者としての地歩を得ました。この役員の中で、日常の営業実

務は、専ら池田成彬と二人のコンビであり、それ以降 1923 年（大正

12年）までの 14年間にわたり「三井銀行は米山と池田の二頭立ての

馬車」と称された同行の一時代を築きました。 

なお、この間の我が国の経済をめぐる情勢を大まかに捉えると、

明治 40 年に始まる日露戦争後の反動不況から「明治 45 年の明治天

皇崩御後の諒闇不況（喪に服す期間の不況）になっています。 

また、米山梅吉は、自信が一時期「東京英和学校」で学んだこと

から、その後身である現在の「青山学院」と深い関わりを持ち続け

ました。 

 

明治新政府は徳川幕府に引き続いてキリスト教を禁ずることを明

示していましたが、明治 6 年に撤廃し、キリスト教布教解禁が実現

しました。この解禁を迎えて、カトリックとプロテスタントの各派

とハリスト正教会などが、いち早く宣教師を来日させて布教にあた

りました。 

それと同時に英語教育は、文明開化のシンボルとして知識人に広

く受け入れらていたようです。東京英和学校の元になる「麻布女子

小学校、築地耕教学舎や横浜美會神学校」は 5 人の宣教師たちによ

って、創立された学舎でありました。 

 

その 5 人の一人のハリス牧師は、留学中の米山と「福音会宿舎」

で初めて会い、ウェスラアン大学に推薦し、その後も永く米山に影

響を与えています。また、サンフランシスコの「福音会宿舎」で東

京英和学校での恩師「本多庸一」にも親しくする機会を得て、後々

米山が青山学院を一生懸命応援する原因となっています。 

本多庸一は帰国後、日本人として初代の青山学院院長となってお

り、慶應義塾の福沢諭吉、早稲田大学の大隈重信、同志社大学の新

島襄に相当する建学者でもありました。 

本多は、米山より 20 歳年上で、1848 年津軽藩士の子として生ま

れ、奥羽で庄内藩とともに薩長軍と戦い、明治 3 年に津軽藩から選

ばれて、渡米、その間にキリスト教の洗礼を受けています。明治７

年に帰国して、藩校の後身である「東奥義塾」の塾長を務め、明治

19年から東京英和学校の教授に迎えられています。 

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。 

２０２２－２０２３ 
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さて、１２月に入り、本格的な冬の気候になり、２日から３日に

かけて、東山にも雪が積もり真っ白になりました。中央地区の平地

には積もりませんでしたが、西山の麓、西根地区などでは積雪があ

り、今も軒先に残っているところもあります。 

今シーズンは、ラニーニャ現象（東太平洋赤道付近の海面水温が

平年より低い状態が長い期間続く現象） で、偏西風が日本付近で蛇

行するため、日本の上空には西廻りで寒気が流れ混みやすい状況が

続くようです。冬型の気圧配置が強まることにより気温が低くなる

傾向にあり、大雪の被害をもたらす可能性があるようです。 

気象庁の発表によると、冬の半ば(1月)にかけてラニーニャ現象が

続く可能性が高くなっており、その後、ラニーニャ現象は終息に向

かい、春には平常の状態となる可能性が高い見込みとのことです。 

以上のことから、冬の半ば(1月)にかけてラニーニャ現象が続く可

能性が(80%)、その後、終息に向かい、春には平常の状態になる可能

性が(70%)見通しのようです。 

 

本日は、長井ロータリークラブ細則第３条第１節に基づき、年次

総会を開催いたしますので、よろしくお願いします。 

 

 

浅野 敏明 会長 
 
 
【会長挨拶資料】 
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各種報告 

 

 幹事報告 

・1 月のプログラムを調整中ですのでご了承願います。また、積立

金の徴収について一部見直しを検討していますので別途ご報告

いたします。 

・2022 年 12 月のロータリーレートは、1 ドル＝138 円になると本

部より連絡がありました。 

・長井芸術文化賞基金ならびに長井文化協会より、１月下旬に開

催予定でした「新春の集いならびに長井芸術文化賞授与式」の

中止について連絡がありました。 
梅津 喜博 幹事 
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 職業奉仕委員会 

・来週の例会後、ロータリー財団・米山記念奨学会委員会と合同
で会議を開催しますので、各委員はご参加をお願いします。 

    土屋 茂樹 委員長 

 青少年奉仕・国際奉仕委員会 

・ローターアクト委員会が開催されました。次年度ローターアク

ト総会の予算概要等の見直しについて協議しました。山寺参拝

時の履物の準備等の関係で、当初の参拝行程を中止することと

なりました。 

・マンスリーガバナーについて、３頁にガバナーノミニー候補者

推薦等の掲載もあり、芳賀康雄ガバナーの次の内容も検討され

ています。15 頁にはロータリー財団寄付表彰として遠藤伴明会

員が掲載されています。合わせて報告します。 

伊藤 克也 委員長 
（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会） 

親睦委員会 

〇新年会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。  

〇１２月誕生日祝いです。 

・高橋秀幸会員（12/3） 

〇奥様の誕生日のお祝いです。 

・土屋茂樹会員奥様（12/28） 

・横澤 茂会員奥様（12/15） 

〇結婚記念日のお祝いです・ 

・大山友規憲会員（12/10）  

・高内政勝会員 （12/14）  

      河井 智寛 委員長 

 

 ニコニコＢＯＸ 

・仕事のため年次総会を欠席します。お詫びします。 

（小笠原信吾会員） 

 

 横沢 茂 委員長 
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年次総会全体風景 

  長井ロータリー年次総会 
         

開会、定足数報告  梅津幹事（進行） 

本日は 3 分の 2 以上の出席により総会は成立となります。 

議長につきましては、規約に基づき会長にお願いします。 

 

議長挨拶（浅野会長） 

今回の総会議案については財務報告の件、次年度役員選出の件で

す。よろしくお願いします。 

 

財務報告（佐藤会員（会計）） 

2021-2022 年度収支決算報告、2022-2023 収支中

間報告については別紙内容のとおり報告します。 

※一号議案 了承 

 

次年度役員候補者提案（土屋会長エレクト） 

※第二号議案・三号議案 了承 

 

被選理事会 

引き続き被選理事会を開催し、別紙により理事・役員ならびに担

当について提案、了承 

 

新役員四役よりご挨拶（次期副会長の小笠原会員欠席） 

 

土屋茂樹会長エレクト（次期会長） 

次年度会長候補となりました。伝統ある長井ロー

タリークラブに貢献できるよう頑張りますのでご

協力をお願いします。 

 

齋藤圭央会員（次期会長エレクト） 

次期会長エレクトとなります。入会してから十二

年となります。新年度はまたいろいろな経験を積

み重ねて充実した活動となるよう頑張ります。 

 

河井智寛会員（次期幹事） 

クラブ活動が円滑に行われるよう頑張ってまいり

ます。よろしくお願いします。 

 

 

 
本日の出席率 
８０．７７％ 

 
次回例会  
１２月１３日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会（クラブフォーラム・活動中間報告） 

年次総会 
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