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点 鐘
望月会長
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
会長報告
望月会長
みなさま、こんにちは。
ワクチン接種がいよいよ始ま
りました。ワクチン接種がスム
ーズにいくことを願います。
○山田ガバナーより、立派な検
温機をご寄付いただきました。
本日早速使わせていただきま
したが、よかったです。ありがとうございました。
○本日は、
「日本のロータリ−100周年を祝う会」が、
13：00 〜 16：30まで、オンラインで開催されます。
クナークRI会長の祝辞
千 玄室実行委員会委員長の基調講演「はたしてロ
ータリーは？過去・現在・未来」
パネルディスカッション
「日本のロータリ−100年を振り返り、これからの

ロータリーを想う」
等 があります。６月18日までは視聴可能というこ
とですので、ご覧いただきたいと存じます。
○本日は、
「会員満足度アンケート」を致します。コ
ロナ禍の例会でしたが、忌憚ないご意見をいただけ
ればと存じます。
さて日本ロータリ−100周年ということで、何かで
きないかと考えていました。
「米山記念館」での移動例会、米山梅吉さんのお墓
参りをして、その後美味しいうなぎでもと思っており
ましたが、コロナ禍で夢に終わってしまいました。
日本ロータリーの父と言われる米山梅吉さんのこと
は、以前生い立ちからロータリーに関与するまでをお
話しさせていただきました。今日は、米山さんのロー
タリー以外の活躍についてお話しさせていただきます。
米山翁は、47歳の時に、
「新隠居論」を書いています。
西洋の隠居は隠退することではなく、隠居した人は今
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迄職務に忙しくて出来なかったことを見つけ、何か社
会公衆の為に奉仕することがなくては人間としての義
務を果たしたとは言えないと言う。人間事業に一応成
功して目途がついたら後進に道を譲って報恩、社会奉
仕の方法を探しなさいということです。米山翁は、三
井銀行常務取締役、その後三井信託社長として大正
13年から10年間活躍しました。昭和９年財団法人三
井報恩会の理事長に就任します。三井報恩会とは、三
井一族が当時のお金で3000万円出資して、社会、文
化、諸事業に貢献する目的で設立された会です。
報恩会では、
医療・福祉関係奉仕が印象に残りました。
・ハンセン病について
 昭和15年〜 17年にかけて、青森から沖縄まで当
時全ての療養所を、自ら選んだ見舞品を持って慰問
しています。この当時ハンセン病は、恐れられ嫌わ
れていた伝染病でハンセン病になると隔離されてい
た時代の慰問でした。
・結核についても
 当時の殆どの結核療養所を訪問し、高額の寄付、
茨城県村松青嵐荘への全額寄付を行なっています。
 当時結核の治療薬セファランチンの研究にと結核
予防会への寄付も行なっています。
 セファランチンは、皮膚科では脱毛症の治療に現
在も使用しています。
・癌について
 ベルギーから100万円でラジウムを買い付け関係
団体に寄付。
 その他、全国の済生会病院、精神病院、国民健康
保険制度にも援助を行なっています。
 そして教育関係では、青山学院・立教大学・長泉
村の支援が挙げられます。
・青山学院
 米山は青年時東京英和学校で学び、渡米して福音
会で本田庸一に学びハリス監督の指導を受け、メソ
ジスト教会とは特別の間柄でした。春子夫人も東洋
英和、
青山学院高等科卒の生粋の青山出身校友でした。
 大正５年ごろより、青山学院には協力し、故長男
東一郎の記念にと柔剣道場を寄付しています。
 初等教育の充実を考え、青山学院初等科の創立を、
全額私財を投入して竣工しました。青山学院小学財
団を設立して、同財団立「緑丘小学校」として、独
自の教育方針でエリートの養成をしました。さらに
幼児教育にも情熱を燃やし、小学校付属として「緑
丘幼稚園」を開園し、園長には春子夫人が就任しま
した。宗教教育を第一に、英語を第二とし、平和を
愛する国際的な人間を育てることを主眼としました。

青山の学校は、昭和20年の空襲で、校舎全器材が
焼失しました。この学校は敗戦と共に昭和21年青
山学院に引き継がれ、青山学院初等科として現在に
至っています。
・立教大学
 米山の次男・駿二は、画家白瀧郁之助に師事し、
絵画の道を歩んでいました。大正15年６月、21歳
で他界。
 駿二の死後７年、次男の母校立教大学に心理学実
験室を一棟寄贈しています。
・郷里長泉村（町）
 ここには米山翁の本邸・別邸が残っていて、郷里
への思いは消えることはありませんでした。
 昭 和 ６ 年 長 泉 村 小 学 校 に 図 書 館 を 寄 贈。 蔵 書
1000冊も全て米山の寄付で、
「米山文庫」と名付け、
村が管理し、学童のみならず、村民も利用していま
した。その後蔵書は散逸されて、一部が米山記念館
に保管されています。平成７年の米山記念館春の例
祭には、長泉北中の皆さんによる「オペレッタ米山
梅吉物語」が上映されました。町民は「米山デー」
を制定し、事業を行なっているそうです。
米山翁は、大正９年に日本で初めて東京ロータリー
クラブを創設し、初代会長となり、日本のロータリー
の発展に寄与したばかりではなく、三井報恩会の理事
長として全国で奉仕活動を行い、教育面では、青山学
院の初等教育に終身貢献した人でした。生涯人のため
につくすことを信条として実行しました。自分がして
貰いたくないことを人にしてはいけないと常に言って
いたそうです。正に奉仕の人でした。
昭和21年４月28日、長泉村で、78歳で生涯を終え
ました。
幹事報告
石塚幹事
１．来週も引き続きオンライン
例会となります。また、理
事会は収録先のロイヤルチ
ェスター前橋で11時より
開催します。理事役員の方
は出席願います。
２．６月の行事予定をご確認頂
いたと思いますが、６月は各例会ロイヤルチェス
ター前橋にてオンライン例会も含めて開催予定で
す。
また、現在群馬銀行本店営業部では、昼休みの入
場制限がありますので事務局に用がある際はご注
意願います。
３．ニコニコBOXオンラインでも対応しますので、ご
応募待っています。
副幹事報告
三輪副幹事
前橋西ＲＣ、前橋東ＲＣ、前橋南ＲＣ、碓氷安中ＲＣ、
富岡ＲＣ、富岡中央ＲＣ、富岡かぶらＲＣ、桐生西ＲＣ
出席報告
会

員

数：119名
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へ入会した記念として寄
付させていただきます。
若輩ですので自身も日々
精進いたしますが、皆さ
まご指導のほど、よろし
くお願い申し上げます。
■菊川 善明…遅くなりました
が、 去 る4/29の 結 婚 記
念日にすてきなお花をいただきました。ありが
とうございました。
■嶋田 大和…このたびは、結婚記念日に、素敵なお
花をいただきまして誠にありがとうございます。
家内より、花が届いたと連絡を受けるまで忘れ
ていました。助かりました。また、令和３年春
の黄綬褒章受章にあたり、皆様からお祝いのお
言葉、誠にありがとうございます。これも皆様
のご支援があっての事と感謝申し上げます。今
後ともよろしくお願いします。
■関口 雅弘…結婚記念日にお花をちょうだいしまし
た。また、高崎市内で上毛新聞社が開催した宝
塚展で、元タカラジェンヌの遠山昌子会員にご
講話をしていただき、山田邦子ガバナー、福島
英人ガバナー補佐にも大変お世話になりました。
いろいろなことに、感謝の思いを込めて。
■神山 光永…４月の結婚記念日に綺麗なお花をいた
だき、ありがとうございました。15回目の結
婚記念日は、自宅で、家族みんなでお祝いしま
したが、良い香りに包まれながら大切な時間を
過ごせました。
■髙橋 秀実…先月、結婚記念日に大変きれいなお花
をいただきありがとうございました。結婚して
36年、昨年は「妻のトリセツ」今年は「夫の
トリセツ」を読み、関係改善に努めてまいりま
した。
（手遅れかもしれませんが？）本の効果
があったかどうかは不確かですが、きれいなお
花の効果は抜群だったことは間違いありません。
■温井 尚久…今月のゴルフ例会で久しぶりに優勝さ
せていただきました。ハンデキャップと同伴競
技者（福島英人さん、関口雅弘さん）
、ゴルフ
の神様のおかげです。
会員満足度アンケート
石塚幹事

出席者 109名 Zoom、YouTube込
欠席者

10名

本日出席率：94.78％
ニコニコBOX報告
■黒㟢
徹…歴史と伝統ある前橋ロータリークラブ
に、入会させて頂き誠に有り難うございます。
初めてのロータリー活動となり、不慣れな点も
あるかとは思いますが、ご指導とご鞭撻を何卒
宜しくお願い申し上げます。
■山下 佳之…歴史と伝統ある前橋ロータリークラブ

５月ゴルフ例会
赤城国際カントリークラブ
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猪熊政和
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

