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日本のロータリー創成期（１）

第 　　　　回例会2 7 9 4 10月は経済と地域社会の発展月間
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会長挨拶 川　畑　宏　二

① 国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）　　② 会長あいさつ

③ 会 務 報 告　　④ 出 席 報 告　　⑤ ニコニコBOX披露

本日の主要
プログラム クラブフォーラム（米山記念奨学会）

　今月は日本のロータリーが誕生した月で、１００周
年を迎えます。東京ＲＣは１９２０年（大正９年）１０月２０
日に丸ノ内の銀行クラブで、実業家２４名によって創
立されました。翌１９２１年には世界で８５５番目のクラ
ブとして国際ロータリークラブ連合会（１９２２年に国
際ロータリーに改称）に加盟が承認されました。創立
の準備に奔走した米山梅吉が初代会長に、福島喜三
次が初代幹事に就任しました。１９１８年～２０年にか
けて、世界で蔓延したスペイン風邪が終息をむかえ
た時期と重なります。　
　福島喜三次は三井物産の米国現地法人の支配人と
して１９１５年にダラスＲＣの会員となり日本人で最初
のロータリアンといわれています。三井銀行役員
だった米山梅吉が、１９１７年に政府派遣財政経済委員
として渡米した際に福島喜三次よりロータリーの存
在を知ったことが東京ＲＣ設立の構想をいだくきっ
かけとなります。設立にあたっては、ポール・ハリ
スの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡
大に情熱的に取り組んだ初代ＲＩ事務総長チェス
リー・ペリーの功績も忘れることはできません。設
立当初は、特権保有クラブとして、毎週一回の例会
の開催を義務付けられてはおらず例会は毎月一回、
第二水曜日でした。　　　　　
　設立から３年後の１９２３年（大正１２年）９月１日に
関東大震災が発生し、首都圏は壊滅状態となり１９０
万人が被災し１０万人あまりが死亡しました。震災直
後に、当時のＲＩ会長ガイ・ガンデカーから以下の
電文が届きました。　

　Deepest sympathy Rotary International and all 
Rotary clubs. 

　Is there any particular thing we can do.
1923 9. 4　Guy Gundaker,  Chesley Perry 

　ＲＩおよび全ロータリークラブは深い同情の意を
表す。如何なる事でも申しつけられたし。
　　ほぼ同時に、被害に遭わなかった大阪ＲＣ（１９２２
年１１月設立）を経由して、義援金２５，０００ドルが東京
ＲＣに送金されました。これが呼び水となって、世
界中の５０３クラブから総計８９，０００ドルの義援金が
寄せられました。東京ＲＣはこれをもとに震災孤児
のための「ロータリーの家」の建設や殉職警察官の
遺族に対する援助活動等、大規模な社会奉仕活動を
実施します。　
　この時の国際ロータリーと全世界のロータリアン
の友情と援助が東京ＲＣはじめ日本のロータリアン
に大きな影響を及ぼします。世界のロータリーの連
帯の力を認識し発展を目指すきっかけとなった出来
事でした。　
　「Ｔｈｅ　Ｒｏｔａｒｉａｎ」誌１９２４年１月号に掲載され
たコラム記事「灰の中から」（Ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｓｈｅｓ）
には、震災後の１０月２４日例会で、米山梅吉が国際
ロータリーからの援助について報告する際に、会員
の事務所の焼け跡から奇跡的に無傷で発見された
ロータリーバッジを披露しながら「このバッジのよ
うに、ロータリー精神は地震と火災のなかでも生き生
きと輝やいています。積極的に活動に献身し、世界
のロータリアンから受けた恩に応えよう」と鼓舞し
たことが紹介されています。
　これを機に日本でもロータリーの奉仕の理念を真
摯に学ぶ機運が高まり例会開催の特権を放棄して、
毎週一回必ず例会を開くようになりました。　



　観月会開催への皆様のご協力と、深尾会員、高木親
睦交流部門長はじめ親睦家族委員会のご尽力に感謝し
ます。

風呂井ガバナー公式訪問

観月会（夜の例会）

クラブフォーラム
（奉仕プロジェクト委員会）

風呂井ガバナー公式訪問

ゲスト卓話
朗読家　もちだ　ひろこ　様
薩摩琵琶演奏者
　　　　辛島　由紀　様

〈プログラム〉
　観月会　１８：３０～　城山ホテル鹿児島
　　開会の挨拶　諏訪園親睦家族委員
　　乾杯　小山会長エレクト
　　篠笛・和太鼓演奏　
　　句会　お題：「コロナ」・「秋」
　　　第一席
　　　「目にゃ見えん　小（ち）んけコロナが　人を食っ」
　　 （　島　会員作）
　　閉会の辞　南６０周年実行委員長

〈ビジター〉　なし

〈９月在籍表彰〉８名
２６年　深尾　兼好　会員　　２０年　森　　俊英　会員
１６年　迫田　英介　会員　　１５年　蓑田　満康　会員
　５年　荒殿　一洋　会員　　　５年　久永　忠範　会員
　５年　米山　裕之　会員　　　４年　髙木　博文　会員

〈会務報告〉
１．１０月５日（月）１８：３０～学習会を開催いたします。

２．ＭｙＲｏｔａｒｙ登録が６０％になるよう御協力をお
願いいたします。

前回の例会記録 （ 9月30日分）

ロ ー タ リ ー 用 語

米山記念奨学会
（Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.）
　日本の大学及び大学院に在籍している外国人留学生に
奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与することを目的と
している。 
　1953年東京ＲＣが創立者米山梅吉氏の功績を記念して
創設した「米山基金」から発展して、1967年財団法人ロー
タリー米山記念奨学会となった。

　1920年世界855番目のＲＣ(東京ＲＣ)を創立し、日本
に初めてロータリーを導入した。東京ＲＣの初代会長に就
任し、1924年にはＲⅠのスペシャル・コミッショナーにな
り、日本のロータリーの発展の基礎を築いてくれた偉大な
人である。 
　静岡県駿東郡長泉町上土狩（新幹線三島駅より1.8㎞）に、
財団法人米山梅吉記念館があり、その近くに墓所がある。

　日本以外の国籍を有する者で、日本の大学院、大学また
は研究機関等に留学または研究のため在籍している外国人
に対し、国際理解と親善に寄与することを目的とした日本
のロータリー独自の国際奨学制度。
大学院生（ＹＭ）・大学院生（ＹＤ）　支給月額14万円
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■前回の例会（9月30日）の報告

小計 2,000 円　 累計 165,000 円
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１０月８日（木）
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１０月１２日（月）

風呂井ガバナー公式訪問

休会

新入会員卓話
原井　聡明　会員

風呂井ガバナー公式訪問
休会

風呂井ガバナー公式訪問

会員卓話
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鹿児島西ＲＣ

川  畑　宏  二 君、菊 永　昭二郎 君

市内ＲＣ例会プログラム

10月14日（水）１2：３０～　山形屋

ゲスト卓話
「台湾事情と台湾のコロナ対策」

次 回 予 告

鹿児島大学非常勤講師
元国際ロータリー学友会会長・元米山奨学生
　　　米　田　智　美　様

米山梅吉
（UMEKICHI YONEYAMA）

米山奨学金
（Yoneyama Scholarships）


