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第 2067 回例会　2020.10.15　雨　司会　松本会員

　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：27 名（24 名）中　13 名　54.20％

　欠席：伊東・平山・藤代・長野・大原・大家・鯨井・三須・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・織戸・

　　　　柴田）各会員

◎メークアップ　10 ／ 15 分～藤代・大家・鯨井～理事会

本日の卓話１

「米山梅吉の半生を紹介」　水庫会員

本日の卓話３

「感謝される翻訳機」　山本会員

本日の卓話２

「ニュービジネスについて」松本会員
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遠田会長

　皆様こんにちは。10 月に入りビール党にはチョットうれしいニュースがありました。酒税改正でビール

が減税、お酒の価格に大きな影響を与えているのが酒税。これまで、発泡性酒類の中ではビールの酒税が最

も高く 350 ミリリットル缶１本あたり 77 円で麦芽比率 25％未満の発泡酒は 47 円、新ジャンルなどその他

の発泡性酒類は 28 円だった。10 月１日からは、同量のビールの酒税は 70 円となり７円減税、新ジャンル

の酒税は 37.8 円となり 9.8 円の増税となる。今回は発泡酒の税率は変らないが 2026 年にはビール、発泡酒、

新ジャンルの酒税は 54.25 円に一本化される。新型コロナの影響による外出自粛が続いたため家飲みが増加。

モニター調査では家飲みの機会が増えた人が３割以上になり、「おいしい酒を探すようになった」「少しいい

つまみを買っている」などの声もあって家飲みの愉しみ方に変化がうかがえる。さらに自宅で飲む一杯目の

ビールについて聞いたところ「一杯目には一番おいしいビールを飲みたい」と答えた人が８割以上でその理

由としては「ビールは一杯目が一番おいしい」「一日の疲れを癒すためにも、一杯目はおいしいビールがいい」

などの声がありビール党の一杯目へのこだわりが感じられる。一方愛煙家にはうれしくない“たばこ税”の

引きあげに伴い一箱（20 本入り）20 ～ 50 円値上げになりました。益々“煙たい存在”になって来ましたね。

その昔“タバコは大人のアクセサリー”“今日も元気だ、タバコがうまい”というキャッチフレーズがあり

ましたが“今日も元気だタバコ買うまい”とモジリもあり懐かしく思い出しました。本日は水庫会員に“米

山月間に因んで米山梅吉の半生”というタイトルで卓話を頂きます。よろしくお願い致します。

中村幹事

１．本日、10 月 15 日、第２グループ臨時会長幹事会が開催されます。

　　時間：17：00 ～

　　場所：稲荷家

　　会費：4,000 円予定

　　議題：次年度の第２グループの編成について

　　◎遠田会長が出席されます。

２．11 月３日（火・祝）令和２年度・船橋市市政功労賞の表彰について

　　去る、８月 20 日、「国際化が進む教育現場～言葉の壁をなくそうプロジェクト」の元、船橋市に AI 翻

訳機「ポケトーク」18 台の寄贈致しました。

　　その功績により授賞致します。山本社会奉仕委員長が出席されます。

「回覧」

　・風の便り

　・ロータリーコーデネイターニュース 11 月号

　・ハイライトよねやま

　・ロータリーの「ロゴ」について

幹 事 報 告

会 長 挨 拶



　　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　　　　　　　「米山月間に因んで、梅吉の半生」 水庫　直子　

　

　ロータリー暦やっと 10 年と７カ月の水庫が、急遽「米山月間に因んだ卓話」をすることになりました。

先週の山口会員の素晴らしい卓話の後で、大変困ってしまったのですが自分なりに再度米山梅吉さんについ

て確認しようと思いました。

　資料のまとめになりますが、お聴きください。

　米山梅吉の生い立ちから。明治元年（1868 年）に東京芝田村町で出生。父は大和国高取の藩士和田竹造、

母は静岡三嶋大社の神宮日比谷右京の娘うた、その三男です。梅吉が４歳の時に、父竹造が死去し、やむな

く母の郷里三島に母と共に移り住みました。

　梅吉は幼時より神童といわれた英才で、11 歳の時に、旧今川時代から四百年続いた旧家の米山家から、

養子にと望まれました。この家の一人娘はるが、後の妻となります。

　沼津中学に入学、校長は大物、江原素六。梅吉は生涯よき師に恵まれましたが、その第一の師ともいうべ

き人でした。師の影響もあり梅吉は弁論を好み、自分で雑誌などを作って回覧、東京で発行されていた雑誌

に投書をしていて、その当時よく一緒に掲載されていたのが後の夏目漱石だったとのことです。

　その後、梅吉は 15 歳で単独で上京し、銀座江南学校に通いますが、ここで生涯の恩人となる友人藤田四

郎を得ます。この人は井上馨の娘婿でこの縁で後に三井銀行に入ることとなります。

　明治 18 年、梅吉は東京府吏員採用試験を受けて合格。しかし渡米の夢は絶ちがたく、東京英和学校に入学、

この年に正式に米山家に入籍、20 歳で米山姓を名乗り渡米しました。

　渡米した米山は桑港福音寄宿舎に寄寓、ここで第二の師ともいうべき青山学院長本多庸一に出会う幸運に

恵まれます。本多は明治時代のキリスト教指導者です。

　渡米８年、米山は帰国。アメリカの知識を持ち日本の紳士として帰ってきました。明治 29 年にはると結婚。

この頃は日本鉄道会社に入社していますが、鉄道の仕事は長居すべきでないと考え、友人藤田の縁による口

添えで三井銀行に入行。

　大御所の口利き、アメリカの大学卒、演説は上手、英語は自在、男前と全てが整っており、トントン拍子

に出世します。それ以降は、明治 35 年大津支店長、37 年横浜支店長、40 年大阪支店長。47 年常務取締役

と出世。大正 12 年に取締役となりましたが、この年に関東大震災があり、そのため帝都復興院の参与とな

る一方、三井信託株式会社の創立準備に没頭します。

　信託という考えは明治の終わりからありましたが、米山の言い分は、信託業は財産権を預かり、安全に保

管して料金を受ける、営利を目的としていても、信託業は預けた人のために預かったものを管理運営して利

益を還元するのだから奉仕である、というものでした。

　三井信託株式会社は大正 13 年３月に創立、米山は初代取締役社長に就任。10 年間の業務を終えて、三井

報恩会の理事長に就任します。

　三井報恩会は、財閥の三井一族が当時の金で 3000 万円を出資し、社会、文化諸事業に貢献する目的で設

立された会で、その当時の金額は今でいう 300 億円以上かと言われています。

　日本は満州事変に突入し、政財界の要人が次々に暗殺されていた時代でした。



　米山の大先輩、團琢磨も暗殺されたことがこたえ、余生を奉仕におくるぎりぎりの選択であったと思われ

ます。これ以降の活動について主なものです。

　〈医療、福祉関係〉

　ハンセン病、ガン、結核当への助成。昭和 15 年から 17 年にかけて青森から沖縄まで当時の全てのハンセ

ン病療養所を訪れ高額な寄付を行っています。当時は最も恐れられ嫌われた伝染病と言われていただけに、

米山の信念と勇気ある行動は今も語り継がれています。福祉関係は児童保護の愛育研究所等への補助、虚弱

児、被虐待児施設への拡充などです。

　米山の偉かったことは単にお金を出しただけでは終わらず、必ず自ら現地に赴いたことです。その際、必

ず自費でお土産を携えたといいます。米山の姿勢は一貫して施しの姿勢は無く、お金はお出しするから皆さ

ん頑張れと励まし続けたとのことです。地方の実情、ニーズに良く対応し、愛と奉仕の精神に裏付けられた

行動ということができましょう。

　次に米山とロータリーとの接点についてですが、大正７年に当時、三井銀行常務取締役であった米山は政

府特派財政経済委員に任命され米国に派遣されます。その遣米使節団の役割は第一次世界大戦が始まり、日

本がこれに便乗して巨利を得ているなどの排日運動の動きが高まりつつあったことを見過ごさず、日米の実

業家の交流が必須であるということから、寺内正毅が首相の時に実現することとなったものです。

　一方、この当時日本では第一次大戦の活況にわき、綿花の輸入が増大していて、三井物産がその 26％を

占めていました。取扱量の増加により、三井物産は明治 44 年にヒューストンに現地法人の子会社を設立。

その後これをダラスに移します。その後、最高責任者であった福島喜三次の元へ、米山が訪ねていきます。

三井物産に融資、借入の保証をしている三井銀行として担当者から直接話を聞きたかったということではと

推測されます。これが世にいう「ダラスでの邂逅」です。

　福島はその２年前の大正６年頃に、ダラスロータリークラブの会員となっており、この出会いの場でロー

タリークラブについて話を聞いていたのではといわれています。その後福島が日本に帰国すると、国際ロー

タリークラブ連合会が東京にロータリークラブを設立するよう福島に委嘱しましたが、いわば勤め人であり

メンバーを集めることが大変であったことから、米山に実質的な権限を託します。

　こうして、米山は大正９年８月に自らが選定した 18 名を集めて準備委員会を開き、10 月 20 日、日本に

おけるロータリークラブ第１号、東京ロータリークラブが誕生することとなります。米山が会長、幹事はダ

ラスでの邂逅の相手、福島喜三次でした。ただ福島はすぐに大阪に転勤となり退会します。

　当初 24 名でスタートし、大正 12 年には 53 名となります。その後大正 12 年９月１日の関東大震災が起こ

りますが、この時世界各地のロータリーから救援の手が続々と寄せられました。これが世間に広くロータリー

を印象付けることになります。

　この後、日本で２番目の大阪ロータリークラブが発足します。その幹事には東京から大阪に転勤した福島

喜三次があたっています。

　大正 13 年、日本にスペシャルコミッショナーを置くことになり、米山が任命されます。

　スペシャルコミッショナーとは、地区の置かれていない地域で地区ガバナーに代わる役を務めるものです。

米谷がスペシャルコミッショナーの時代に神戸、名古屋、京都のクラブが設立されます。

　大正 15 年６月、米山は国際ロータリーの理事に選任されます。ただこの時期に米山は長男、続いて次男

も亡くしており、切ない時期であったと思われます。

　昭和元年、第１回の太平洋地域ロータリー大会がホノルルで開かれます。２年後第２回は昭和３年 10 月

に東京クラブが主催し、帝国ホテルで開かれました。東京クラブの会員は 151 名となっていました。この年



の７月に米山はガバナーとなっており、この大会は大成功でした。その後ロータリアンの数も増えていきま

したが、やがて戦争という時代の波が押し寄せ、米山、苦渋の決断により昭和 15 年９月に東京ロータリー

クラブ解散となります。

　戦後にまた日本のロータリークラブは復活する訳ですが、これ以降の詳細については、皆で「米山梅吉記

念館」を訪れた際に、資料を確認して下さい。

　ここまでで、米山の生い立ちと、日本のロータリークラブが誕生するまでのいきさつとロータリークラブ

創成期における米山の苦労、やむなく（一度）クラブを解散するまでについてお話させていただきました。

感想としては、米山本人はもちろん素晴らしい人でありますが、要所要所で影響を受ける偉大な人と出会っ

て、しかもその出会いによってその後の自分の運命を切り開いている、そこがまた米山のすごさであると感

じました。

・10 ／８分～記載漏れ～・山口会員「米山月間に因んで」卓話ありがとう。米山将学会へのクラブ寄付金の

順位など説明していただき、ありがとうございます。さすが山口会員です。 岡田　敏男

・水庫会員の“米山梅吉の半生”卓話に感謝、米山梅吉記念館での移動例会の企画が都合により中止になり

ましたが、再度実現したいものです。 遠田　　毅

・水庫会員へ「米山月間に因んで」米山梅吉の半生の卓話、改めて勉強になりました。今後も寄付活動に努

めます。 山﨑　新一

・水庫会員、急遽卓話をお受けいただきありがとうございました。「米山月間に因んで」勉強になりました。

 中村　和一

・水庫会員、米山梅吉さんの半生、ロータリーの日本での設立、その後のロータリー発展のお話参考になり

ます。さすが 10 年７か月のロータリー歴、立派です。 山口　習明

・水庫会員「米山月間に因んで・梅吉の半生」大変興味深く拝聴させていただきました。初めて聞くことだ

らけでした。勉強になりました。 佐々木隆幸

・水庫会員、わかりやすく格調高い卓話ありがとうございました。松本会員、華麗なる司会お疲れ様でした。

 山本　宏子

・２週連続で米山月間に因んだ話が聞けて勉強になりました。水庫会員と山口会員ありがとうございました。

 吉岡　　剛

・米山月間第２回目、米山梅吉の半生、水庫さんの語りは大変よかった。信託業、三井銀行のことわかりや

すかった。ご苦労様でした。 岡田　敏男

・水庫さん卓話ありがとう。 藤井　仁毅

・子供の受験期に梅吉先生にかかわることを学びましたが、男前であったことを初めて知りました。卓話あ

りがとうございました。 松本　　健

・本日は私のつたない卓話を聞いて頂きありがとうございました。米山梅吉の人となりを勉強し大変良い機

会でした。 水庫　直子

・松本会員へのニュービジネス、除菌サービス会社、大切な仕事ですね。除菌で貯金できます。 山﨑　新一

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月 15 日　12,000 円 累計　318,000 円



次週予告　10 月 22 日（木）

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：「コロナ禍・激変の世界」酒屋の親爺の呟き　織戸会員

10月22日（木）　通常例会

　　29日（木）　休会

11月５日（木）　

　　12日（木）　

　　19日（木）　

　　26日（木）

週報今週の担当　　　山　﨑

11 月 の プ ロ グ ラ ム


