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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、7 回目となります。 

 ボスニアの首都サラエボでのオーストリア皇太子夫妻に対するセルビ

ア青年の銃撃暗殺を契機に勃発した第一世界大戦は 1914 年から 4 年半

の長期に及びました。その結果として、勝った連合国（英・仏・露・

日・伊・米）負けた同盟国（独・オーストリア・トルコ）を問わず、世

界は激変の時代に入りました。 

 戦後約 3 年経った大正 10 年の秋、日本実業界は、米英両国との相互

理解を深めることを目的とした大規模な親善使節団を派遣しました。 

 米山梅吉は、米英訪問団（団長：三井合名会社理事長 団 琢磨をは

じめ、大手実業界の代表や主な都市の商工会議所会頭などが中心）総勢

24 名のメンバーとなりました。しかし、米山は米国訪問だけで、他の

団員が帰国する 4 ヶ月早く、単身帰国しています。これは、この年の 5

月に東京ロータリークラブが国際ロータリー連合会への正式加盟を控え

ての繰り上げ帰国であったことも考えられますが長期間留守番をする池

田成彬への遠慮もあったと思われます。 

 親善使節団はニューヨークとワシントンを中心にそれぞれ手分けし

て、各地の商工会議所や同業者協会などの関係者と交流を重ね、相互の

実情理解に努めました。特にワシントンでは、ホワイトハウスにハーデ

ング大統領を訪ね、会見を行いました。 

 1921年（大正 10年）11月、シカゴのホテルブラックストーに到着す

ると同時に、原敬首相の訃報（東京駅で 19 歳の暴漢による凶刃）を知

りました。これにより、大正時代最長の在任期間（3 年 1 ヶ月）の平民

宰相による内閣は総辞職を余儀なくされました。 

 この後、蔵相であった髙橋是清が急遽総理大臣と政友会の総裁となり

ましたが、内部の対立で任期 7 ヶ月の短命でした。その後の加藤友三郎

内閣は 15 ヶ月、山本権兵衛内閣は 5 ヶ月、清瀬圭吾内閣は 14 ヶ月とそ

れぞれ短命の政党を基盤としない内閣が続きました。この後護憲三派

（憲政会、政友会、革新倶楽部）の連携による加藤高明内閣から若槻礼

次郎内閣へと、原敬内閣の死後 5 年間で 6 人がめまぐるしく変わりなが

ら昭和を迎えることになりました。 

 

 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。 
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 さて、3 年以上続いた新型コロナウイルス対応の転換機を迎えること

になります。政府は 20 日新型コロナの感染症法上の分類を今春から 5

類に変更する方針としました。これにより、緊急事態宣言や入院勧告、

行動制限などの強い措置はできなくなり、医療提供体制や公費負担など

は段階的に通常対応に移行するようです。 

 マスク着用ルールの見直しでは、屋外はもとより、屋内での着用を原

則不要とようですが、見直し後も発熱などの症状や基礎疾患のある人に

はマスク着用を促す方向のようです。また、今後の流行を考えるとコロ

ナ病床確保に対する支援を打ち切るのは現実的でないこともあり、ワク

チンや治療薬の全額公費負担は当面維持するようです。岸田首相はアフ

ターコロナとして、社会・経済活動を一気に推し進めて、平時の日本を

取り戻していくと、協調しました。 

 

 本日のゲスト卓話は、長井青年会議所 理事長「牛澤 栄一」氏であ

ります。牛澤 栄一氏は、株式会社ミキプロセスの代表取締役として、

本社を本市森に構え、酒田市と米沢市に営業所を設けています。先日、

長井青年会議所の賀詞交換会にお招きを頂きました。新牛澤理事長から

は、23 年度の基本理念、基本方針、重点事業とスローガンを力強く述

べられました。その内容も含めて、本日の卓話を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 
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各種報告 

  
幹事報告 

・来月２月２日に白鷹ロータリーでの寒鱈祭りの案内がありまし
たので出欠を確認いたします。よろしくお願いいたします。 

・また、２月２８日開催のファイヤーサイドミーティングの出席
も確認いたします。 

梅津 喜博 幹事  
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◎白鷹ロータリークラブ（ご案内概要） 

 「庄内寒鱈を囲みながらの交流会」 

・開催日時 令和５年２月２日（木） 

      １８時開会点鐘  

  ・開催場所 志ん月（例会場）  

 ◎長井ロータリークラブ 

「ファイヤーサイドミーティング」 

・開催日時 令和５年２月２８日（火） 

      １８時開会点鐘  

   ・開催場所 中央会館 

 

ニコニコＢＯＸ 

・ゲストを歓迎して       （浅野敏明会長、斎藤裕之会員） 

・牛澤理事長、竹田専務を歓迎して（齋藤圭央会員） 

・一年間頑張ってください    （村田剛会員） 

 
                  横沢 茂 委員長 
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牛澤理事長卓話 

  
ゲスト卓話 長井青年会議所 理事長 牛澤 栄一 氏 

 

日本青年会議所（ＪＣ）は. 1949年(昭和 24年)、「明るい豊か

な社会の実現」を理想とし、責任感と情熱をもった青年有志によ

る東京青年商工会議所（商工会議所法制定にともない青年会議所

と改名）設立から、日本の青年会議所（JC）運動として始まりま

した。共に向上し合い、社会に貢献しようという理念のもとに各

地に次々と青年会議所が誕生。1951 年には全国的運営の総合調

整機関として日本青年会議所（日本 JC）が設けられました。現

在、日本全国に青年会議所があり、「修練」「奉仕」「友情」の三

つの信条のもと、より良い社会づくりをめざし、ボランティアや

行政改革等の社会的課題に積極的に取り組んでいます。 

 

日本青年会議所「京都会議」を１月１９日から２２日の期間で

開催しました。「Remember Your Dream」をテーマに、自分の中に

ある「どうせできない」とあきらめた夢が、仲間と JC を通して

なら「実現できる」と気づき、自分の叶えたい本当の夢を思い出

し進み始めるきっかけとする、京都会議といたしました。今年の

全国会員大会は東京で開催されます。斎藤会員の卒業記念となる

貴重な大会です。 

 

   
 
長井青年会議所としての活動の特徴として、青少年育成事業で

ある「ゆめあかり事業」（子供達と灯篭を作成し、灯篭流しを実

施）や、２０２１年から始めた「わくわくワークショップ」（古

代の丘を舞台にワークショップを開催）などを行っています。昨

年はユーチューブブースを設置するなど、社会の変化にも対応し

ています。御礼の言葉や感謝の言葉をかけていただいた時は、事

業を組み立ててきた苦労が報われ、達成感を感じることができる

事業です。 

 

 現在長井青年会議所の会員は９名であり、組織改革委員会を設

置し会員拡大に努めています。組織は人で成り立ち、人に育てら

ゲスト卓話 
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れます。組織の活動に共感し、ともに活動する仲間を作りたいと

考え、ＳＮＳをもとに情報発信を行っています。リアルタイムで

青年会議所のおもしろさややりがいを伝える取り組みも行ってい

ます。また、ＳＤＧｓは我々が大事な活動として取り組んでいま

す。 

 

   
 
 青年会議所のメリットについて、地域とのつながりが拡大する

ことや、いろいろな経験の場、時間の効率的な使い方、出会いと

体験が地域のリーダーとして成長していけるなど、様々な期待が

あり、これらを実現できるよう努めています。小さな点をつなぎ

合わせ、大きな変化へとつなげていく事が大事です。私達もでき

ることから展開していきたいと考えています。 

 

   
 
 ※最後に長井ロータリークラブ浅野会長より御礼の言葉を伝え

ました。ありがとうございました。 

 

 

出席率 

８４．６２％ 

 

 
次回例会  
１月３１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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