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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 

＜ソング＞ 奉仕の理想 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

高山西ロータリークラブ 

谷井 伸之 様 

 

＜会長の時間＞  会長 三枝 祥一 
 

日本ロータリーの創設者米山梅吉について 
 

日本のロータリーアンなら、米山梅吉を知らない人はいな

いとは思いますが、どこで生まれ、何をされていたかなど

は、あまり知られてはいません。 

今日は、そんな米山梅吉氏のことを少し調べてみました。 

1868 年 2 月 4 日、東京柴田町に和田竹造さんとうたさん

の三男として生まれ、5歳で父親を亡くし、母の郷里の静

岡県三島に移り住みました。 

12 歳のとき隣村の長泉村の大地主米山家の養子縁組の話

が始まりましたが、16 歳のとき養子先の意に反して、上

京して苦学をしながら学んでいました。 

20 歳のときに正式に米山家の養子になり、米山家の理解

を受けて渡米し、8年間を過ごしました。 

まず、カリフォルニア州ベルモント・アカデミー高校に入

り、その後オハイオ州ウェスレアン大学とニューヨーク州

シラキュース大学で法学を学びました。 

帰国後は、勝海舟に師事、29 歳で米山家の一人娘はるさ

んと結婚、日本鉄道会社、三井銀行に入社、渡米を数回繰

り返しながら三井銀行支店長、42 歳で常務取締役に就任

しました。 

50 歳のとき政府特使財政経済委員として渡米し、ダラス

クラブ会員であった三井物産の福島喜三次氏と会いロー

タリーの話を始めて聞き大いに感動されました。 

帰国後、日本でのロータリークラブ創設に奔走され、1920

年 10 月 20 日、53 歳のとき、東京ロータリークラブを創

設され初代代表会長になられました。 

その後数々の業績を残されましたが、残念ながら、1946

年疎開先の長泉村でご逝去されました。 

1952 年皆さんよくご存知の東京クラブ奨学事業「米山基

金」が設立され、今では、全国クラブから支持され「米山

記念奨学会」として世界中から多くの留学生を受け入れて

います。 

ポールハリス原著”This Rotarian Age”の訳書「ロータリ
ーの理想と友愛」を出版しその最後に、「およそ、ロータ

リー会員は身分の高下と貧富に別なく、人種にかかわらず、

宗教家たるを問わず、政治家たるを論ぜず、寛大、忍耐、

正義、親切、友誼（ゆうぎ）、親愛を我らの知る最善の小

世界の住人に支給している人々に厚意を伝える使節とし

て終始するものである」と記しています。 

 

＜幹事報告＞ 副幹事 岩垣津 亘 
 
○国際ロータリー第 2630 地区 地区事務所より 

・2009～2010 年度インターアクト活動計画書 

○中部名古屋みらいロータリークラブより 

・認証伝達式ご臨席の御礼 

 

＜クラブアッセンブリ＞ 
 
ロータリー財団・米山奨学委員会  

平林 委員長 
 

本年度は、ロータリー財団に一名 100 ドルの寄付また、米

山奨学に協力を頂きました。 

米山月間例会は青山氏の講話を予定しておりましたが急

病のためビデオにて行いました。 

ロータリー財団月間例会はロータリー財団アドバイザー

◆会長  三枝 祥一   ◆幹事  足立 常孝   ◆会報委員長  津田 久嗣  ◆会報担当 津田 久嗣 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

799 回
48 名 40 名 32 名 － 80.00%

前々回

797 回
48 名 40 名 31 名 9 名 100% 

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 

WEEKLY REPORT 
Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2008～2009年度 高山中央RC会長テーマ 「 ひとつの心で 」

＜出席報告＞ 
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桑月氏にお願い致しました。 

また、ポリオの撲滅のための募金活動にもご協力頂きあり

がとうございました。 

 

ロータリー情報委員会     剱田委員長 

 

ロータリー情報というのはニュースという意味ではなく

てロータリーのルール、知識という意味で皆様に知識とル

ールを提供するのが情報委員会であります。 

ここ数年会員の減少が続いています。第一の原因は景気の

低迷、また戦後の経済発展において沢山の会員を入会させ

たのは良かったですがそれに伴う教育、ロータリー情報の

提供を怠ってきたことも減少の原因ではないでしょうか。

そこで近年ロータリー情報は大切でないかと思われてき

ました。委員会を開催しまして、新委員に向けてＩＤＭを

開催致しました。まずは、会員にロータリーを知っていた

だく、ロータリーに同化していただく、家族にロータリー

を理解していただく、３つの目的を持って行いました。 

 

 

環境保全委員会       坂之上委員長 

 

《基本方針》 

「子どもたちの未来のために“止めよう地球温暖化”」 

《活動計画》 

CO2 削減運動 （9月 22 日） 

 環境保全委員長による CO2 削減の啓蒙とカーボンオフ

セットについて説明 

講師例会 （3月 9日） 

 グリーンホテルにて移動例会に変更 

 実際にエコ事業に取組んでいる地区環境保全委員長／

新谷さんの企業を訪問 

 昼食後 2班に別れ説明を受けながら設備の見学 

《予算》 

※5,000 円 

当初講師例会の予定だったが移動例会となったため予算

は 0円 

 

 

新世代/青少年育成委員会    渡辺委員長 

新世代・青少年育成委員会は、村瀬さん大保木さん加藤さ

んの 4人で担当しています。地区協議会で地区としては職

場体験、講師派遣の登録クラブ名簿の更新と増強を進めて

ほしいとのことでした。市の担当課と打合せて、職場体験、

講師派遣の登録状況を例会で報告しました。具体的な増強

活動を出来ればよかったのですが、あっという間に時が流

れてしまいました。 

9 月 1日担当例会で、学校教育化の佐藤主査に教育現場の

生の声をお聞かせ願いました。 

 

ＳＡＡ             岡崎会員 

ＳＡＡは例会のスムーズな運営という基本方針に基づき

委員会メンバー当番制にて設営に当たらせていただきま

した。12 月の例会は適当な講師が見つからなかった為Ｓ

ＡＡに関してのテーブルディスカッションを開催させて

いただきました。 

 

 

クラブ奉仕委員会      足立幹事代理 

 

委員会の方針は「クラブ、並びにメンバーに有益な情報を

提供する。」 

これに基づき今話題の事柄を捉えてわかりやすく解説を

して頂く例会を企画いたしました。 

9月8日の例会ではメタボ検診についての市の健康増進課

より講師に来ていただきましてお話をお聞きしました。 

また、クラブ奉仕部門の各委員会はクラブの健全な秩序と、

例会がメンバーにとって心の安らぎと親睦が図られるこ

とを念頭においての年でした。ありがとうございました。 
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委員会メンバー二人とも休みです申し訳ありません足立

幹事よろしくお願いします。 

 

職業奉仕委員会        和田委員長 

 

職業奉仕委員会は副委員長、永家将嗣さんで、担当させて

頂きました。 

2 回の例会を担当させて頂きました。 

活動報告 

10月 27日は当クラブの中からインターシップ受入れ企業

事例発表を、足立常孝さんと溝際清嗣さんにお願いを致し

ました。 

 

中高生を受け入れて、接客や仕事のやりがいの指導に付い

てお話頂きました。 

5 月 11 日は職場訪問例会と言うことで高山中央卸市場の

見学を致しました。 

会員の皆様には午前 7 時という早朝からお集まり頂いて

有難う御座いました。 

永井信次さんに案内頂き、地元ブランド化等の話を伺い朝

食を食べて解散致しました。 

 

社会奉仕委員会      高原(清)委員長 

 

基本方針に則り水に関する例会としてバーチャルウォー

ターについてアルコ工業より講師を招いて講話していた

だきました。ポリオに関する例会ではメンバーの伊藤氏に

講話をしていただきました。なぜ、ポリオが当委員会でか

というとロータリアンとして個人で出来ることを重んじ

ることも社会奉仕につながる大切なことだと思われるか

らです。 

 

国際奉仕委員会        田中委員長 

 

4 月 24 日 高山市飛騨高山国際協会に出席しました。 

（次期国際奉仕として） 

高山市については、市民の国際感覚の情勢や青少年との地

域の活性化、外国人観光客誘致などの為海外都市との交流

を推進、今後特にヨーロッパの都市との交流を促進する方

針だそうです。今年、2 月 16 日の例会では、市役所秘書

国際室の張さんに雲南省の歴史の歩みと題して卓話をし

ていただきました 

6 月 15 日の例会では張さんに代わって李さんに（北京第

二外国語大学院生）に卓話をお願いしました 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 またまたお世話になります。 

             高山西ＲＣ 谷井伸之 様 

 

高山西ＲＣの谷井伸之様のご来訪を歓迎いたします。本

日の例会を入れて残り 3回です。何卒皆様のご協力を残

りの例会もよろしくお願い致します。 

                  理事役員一同 

 

あと一ヶ月弱になりました。ありがとうございます。 

三枝 祥一 

 

久しぶりの例会出席です。５月 23 日のロータリーバン

ド演奏会、大変よかったです。劔田さんにお昼をご馳走

になりました。お寿司美味しかったです。また、お願い

します。               平林 英一 

 

かみさんの誕生日にお花をありがとうございました。

ゴルフを止めて週末に上高地に一緒に行って以来、ゴル

フが絶不調です。            高木 純 

 

私が保護者会の会長を務める「高山ミニハンドボール

クラブ」が先週、多治見市で開催された県大会で優勝し、

来月京都府で開催される第 22 回全国大会に男女揃って

出場が決まりましたのでニコニコへ。 

追伸：資金難に付きご支援をよろしくお願いします。 

谷口 欣也 

 

 


