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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、６回目となります。 

 米山梅吉は銀行経営者としての活動はもとより、青山学院拡張募金委

員長に就任するほか、日本を代表する財政金融課の一人として認めら

れ、大正 5年 11月に任命された寺内正毅第 18代内閣総理大臣より 1917

年（大正 6 年）に政府特派財政委員に発令されました。 

   目賀田種太郎 委員長の他 

   米山梅吉を含め 8 名の委員で構成されていました。 

 この発令書は、同日時に大正天皇のご裁可を仰いでいることから、こ

のとき初めて米山の名前が天皇陛下のお目に達したと思われます。この

委員のうち位階勲等のない民間人は米山だけでありました。 

 1914 年(大正 3 年）7 月の第一次世界大戦勃発から既に 2 年半が経過

しており、日本は日英同盟の立場から直ちに対独宣戦布告を行い、戦後

に日本の信託統治領となる独領南洋諸島と志那からの租借地・青島（チ

ンタオ）を占領しましたが、欧州では各地で激烈な戦いが続いており、

勝敗はどちらとも言えない膠着状態でありました。このような中で日本

は、連合国（仏・露・英・日）の一員として軍事・経済の各方面での連

携を盛んに行っていましたが、この年(大正 6 年)に入りロシアの 3 月革

命により、レーニンのソビエト政府樹立や米国の大戦への参戦など日本

史・世界史に残る大きな動きが次々と発生した年でもありました。 

 こういう常態の中で訪米を発令された特派委員の報告から、この委員

会の訪米の狙いは、大戦参加という非常事態下での米国の実情把握と各

分野の人々との意見交換による相互理解のほか、志那・満州・シベリ

ア・南洋をめぐる日米の利権競争が微妙な時期だったことから、この委

員会特派の目的の中には、これらの課題に対する米国各界の考えを探る

という事も含まれたものと思われます。特派委員の一行は、1917 年(大

正 6 年)10 月に横浜を出帆し、翌 7 年 2 月に帰国するまで、首都ワシン

トンとニューヨークに滞在して活動を行っていました。 

 米山は米国に滞在中の年末年始の休暇を利用して、テキサス州ダラス

を訪問し、そこで初めてロータリークラブの例会に出席しています。 

 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、公立置賜長井病院改築事業がグランドオープンになり、１月

11 日にセレモニーが行われました。公立置賜長井病院は、平成 12 年に
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それまでの長井市立総合病院をはじめ山形県と南陽市、川西町及び飯豊

町の 2 市 2 町による高度医療や救命救急などの医療を提供する基幹病院

と共に、初期・回復期の治療をはじめ、リハビリテーションや人工透析

設備を設置し、在宅復帰支援を必要とする患者さんのための地域包括セ

ンターや訪問看護ステーションを併設するサテライト医療施設として、

長井市の他西置賜地域医療を担っています。 

 この度の新長井病院建設に当たっては、国土交通省の都市再生整備計

画事業の補助金を活用して整備されました。病棟は先に建設され昨年 5

月にプレオープンし、その後旧病院施設の解体や外構工事などが順調に

進められました。建設工事に当たっては、ECI 方式により、建設工事優

先交渉者として、戸田・那須建特定建設工事共同企業体及び実施設計委

託業者として株式会社大建設計東北事務所の技術提案を基に、本契約締

結のうえ建設されたものです。それにより、コスト縮減や工期短縮を図

り、安全な施工管理のもと、当初計画より 1 ヶ月以上早くグランドオー

プンを迎えることができました。 

 

  本日は、職業奉仕委員会委員長の長井交通株式会社取締役常務であり

ます「齋藤圭央」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 
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各種報告 

  
幹事報告 

・本日理事会を開催し、２月プログラムの承認をいただきまし
た。また、地区補助金の申請について審議しております。２月
理事会においても審議する予定です。 

・白鷹ロータリークラブさまより、２月２日寒鱈を楽しむ会への
ご案内が届いております。 

梅津 喜博 幹事  
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 社会奉仕委員会 土屋 茂樹 委員長 

本日、例会終了後に合同委員会を開催致します。急なご案内と

なり申し訳ありませんが、お時間の都合のつく会員はご参加下さ

い。 

 

土屋 茂樹 委員長  

プログラム委員会 

２月プログラムを発表します。お手

元の資料の通りですので、ご協力をお

願いします。 

 

齋藤 裕之 委員長 

 

雑誌広報・IT 委員会 

ロータリーの友２０頁に、白鷹クラ

ブの今野会員が、紅花染めを紹介する

記事が掲載されております。ガバナー

月信７頁に、伊藤克也会員が出向した

ローターアクトの催しが掲載されてお

ります。ご覧下さい 

 

小笠原 信吾 委員長 
  

 ニコニコＢＯＸ 

・圭央会員の楽しい卓話に期待します。（小笠原信吾会員） 

・齋藤圭央会員の卓話に期待して   （齋藤喜内会員） 

 
       横沢 茂 委員長 
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齋藤会員卓話 

  
会員卓話 職業奉仕委員会 斎藤 圭央 委員長 

 

 
１．職業奉仕とは 

 まずは、厚木県央ＲＣさんご作成の資料を引用します。 

https://ken-ou-rotary.gr.jp/wp/wp-

content/uploads/2020/08/%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%8

2%84%E3%81%99%E3%81%84%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%A5%89%E4%BB%

95.pdf 

 

  
 

 ８頁目に職業奉仕に係る質問があります。 

 ロータリーの「４つのテスト」は、以下の問いに対して回答

を示してくれます。 

 

問１をご覧ください。商品の故障に関する問いです。この問い

はとても悩ましい問いということができます。 

問２をご覧下さい。部品不良時の対応です。真実かどうか、と

いう観点からこの問に答えてみましょう。 

問３をご覧下さい。地域特産品の扱いです。知を公開し、知を

集積することによってみんなのためになっていくとしたら、あ

なたはどのように回答するでしょうか。 

問５をご覧下さい。利益の使い方等いう点です。あなたはどう

回答するでしょうか。 

 

 私は、以前、このような教えをいただきました。「タクシー

についているボタン。このボタンがどこにあるのか。」です。

「ユーザーのことを考えて、使いやすい配置にすること。それ

が職業奉仕ということです。」と。 

 

２．移動例会について 

当クラブは、何回も企業訪問に訪れました。また、会員同士

が遠方に足を運んだこともありました。これらは職業奉仕活動

と分類されます。 

 

他地区のクラブも、同じような職場訪問、出前授業などもし

ておられるようです。例えば、２６２０地区さんの活動報告を

ご覧ください。 

 

 

会員卓話 
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http://www.nihondaira-

rc.org/links/case_of_shokugyouhousi.pdf 

  

 印刷局、発電所、自分の農園で地域の収穫体験など、職業体

験などで地元の企業を知ることも紹介されています。 

 

３．職業を通じた社会奉仕 

このような問いはどうでしょうか。 

〇「ロータリークラブの例会に出席するために仕事を休む。仕

事に響く。」 

〇「ロータリークラブで慰問をするため仕事を休む。仕事に響

く。」 

 このような活動は自己犠牲として正当化されません。まずは

自らの職業を通じて社会に奉仕してきましょう。 

 

４．日常の業務を通して 

私はタクシー会社を経営しております。タクシーというと旅

客運送の印象ですが、旅客運送の他にも様々な活動をします。

プラスワンの様々な活動に関するニーズがあるからです。私

も、今後も職業奉仕を続けながら、ロータリークラブ会員とし

ての責務を全うしたいと思います。 

 

   
 

 ※最後に長井ロータリークラブのホームページやツイッター等

のご紹介もいただきました。ありがとうございます。 

 

 

 

出席率 

８０．７７％ 

 

 
次回例会  
１月２４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） 
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