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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

   みなさん、こんにちは。 

先週の金曜日、宇都宮さつきロータリークラブの 5周年記念式典に参加してきました。設立か

ら 5年がたち、当初から比べると、クラブ運営もしっかりしていて、Facebookを利用した例会

のネット配信など、他のクラブでは見られない試みを積極的に行っていました。当クラブの佐

藤節 特別代表のもと、クラブとしての力をどんどんつけ、他のクラブと肩を並べるような立

派なロータリークラブになってるなと実感しました。 

さて、本日の会長の時間は、日本人最初のロータリアンのお話です。 

   日本でロータリー運動のきっかけを作り、日本人初のロータリアンとなったのは、福島喜三

次（ふくしま きそじ）という人物です。各テーブルに資料を配布しましたのでご覧になって

ください。 

彼は、1881年 佐賀県有田町に生まれ、東京高等商業学校、現在の一橋大学を首席で卒業

し、三井物産に入社しました。1905年からニューヨーク支店に勤務し、三井物産の子会社であ

るダラスの東洋綿花(とうようめんか)の社長を務めました。そこで、ロータリアンに推挙さ

れ、日本人初のロータリアンとして、1920年まで、ダラスロータリークラブに在籍しました。 

その後、福島喜三次は、米山梅吉 にロータリークラブを紹介し、彼とともに日本で最初の

ロータリークラブ「東京ロータリークラブ」を創立しました。初代会長は、米山梅吉、初代幹

事が、福島喜三次です。東京ロータリークラブのチャーターメンバーは 29名です。配布した

資料にチャーターメンバーが載っていますのでご覧ください。 

当時の財界の主要人物、会社のトップクラスの錚々(そうそう)たるメンバーで形成されてい

て、多忙から例会の出席やクラブの活動は順調ではなかったようです。しかし、会長の米山梅

吉は、海外出張以外は、必ず例会に出席し、ロータリーの大切さを説き続けたそうです。 

日本のロータリーの歴史を調べてみると、欠席者へのフォロー、例会出席など、クラブ運営

の悩みは、今に始まったことではなく、設立当初からあったのだなと思いました。 

 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 
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【資料】 

 

日本人初のロータリアン 

福島喜三次 (ふくしま きそじ) 

1881年 10月 10日 - 1946年 9月 17日 

実業家。日本人初のロータリアン。元ダラスロータリークラブ会員。 

1920年東京ロータリークラブを設立し同初代幹事に就任。 

大阪ロータリークラブ設立にもかかわり、1922年同初代幹事。 

 

 

 

日本にロータリークラブを初めて設立した人物 

米山梅吉 (よねやま うめきち) 

1868年 2月 26日 - 1946年 4月 28日 

明治〜昭和時代前期の銀行家、貴族院勅選議員。 

旧三井銀行の経営中枢に携わり、また、日本にロータリークラブを 

初めて設立した人物でもある。 

 

 

 

東京ロータリークラブ 

発起人会 09月 01日・設立総会 10月 20日(1920年)・R.I認証 04月 01日(1921年)・登録番

号 855 

会長・米山梅吉 幹事・福島喜三次 理事・伊東米次郎、樺山愛輔、小野英次郎 

 

チャーターメンバー 29名 

深井 英五 （日本銀行理事）    藤野 正年 （日本染色取締役） 

藤田 譲  （明治生命専務）    藤原 俊雄 （内外興業社長） 

堀越書重郎 （堀越商会会主）    星 一   （星製薬社長） 

井上敬治郎 （東京市電気局長）   磯村豊太郎 （北海道炭鉱社長） 

伊東米次郎 （日本郵船社長）    岩井重太郎 （日興證券社長） 

樺山 愛輔 （日本製鋼会長）    梶原 仲治 （横浜正金銀行副頭取） 

岸 敬二郎 （芝浦製作所取締役）  北島 卓  （北島商会会主） 

倉池 誠夫 （三越専務）      牧田 環  （三井鉱業常務） 

長野宇平次 （建築士）       小野英次郎 （日本興業銀行副頭取） 

佐野 善作 （東京商科大学学長）  清水 釘吉 （清水建設代表社員） 

対馬健之助 （東京日々新聞取締役） 和田 豊治 （富士紡績社長） 

米山 梅吉 （三井銀行常務取締役） 福島喜三次 （三井物産支配人） 

三神 敬長 （南海産業社長）    朝吹 常吉 （千代田組顧問） 

宮岡恒次郎 （弁護士）       相馬 半治 （明治製糖社長） 

田原 豊  （三菱製紙社長） 
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   § 5月 24日 コンセーレにおきまして宇都宮さつき RC創立 5周年記念式典が開催されました。 

§6月 4日 理事役員会を開催いたします。 

   回覧 

   §第 15回ロータリー日韓親善会議の案内を回覧いたします。 

お知らせ 

☆ 5月 28日は・・・ 

    1965年   

      経営悪化の山一証券に対し、 

      政府が日銀特融を実施。 

☆ 5月 28日は・・・ 

    2008年  

      賞味期限切れや食べ残し料理の使い回しなど 

      が発覚していた大阪の料亭・船場吉兆が廃業。 

     「ささやき女将」覚えてますか？ 

          

 

§ 会長幹事慰労会のご出欠のお返事をお願い致します。 

 

§仲田真介会長  みなさんこんにちは。先週の火曜日、第 3テーブルのテーブルミーティング

に参加しました。鮮肴でおいしい料理を食べながらたくさん親睦が深められ

たと思います。テーブルマスターの山口さんありがとうございました。ニコ

ニコします。 

§熊本泰久幹事  皆さんこんにちは。先週 5月 21日に第 3テーブルのテーブルミーティングに

参加しました。鮮肴のおいしい料理に大満足です。会費からおつりが出まし

たのでニコニコします。 

§藤井モト会員  ニコニコに一言がないほど平和な日々にニコニコします。 

§橋本 泉会員  先週のテーブルミーティング、楽しい話で盛り上がり楽しい時間でした。テ

ーブルマスター山口会員お疲れ様でした。また、会長幹事、三連ちゃんでご

苦労様でした。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。本日、庭野会員、卓話よろしくお願い致します。 

§杉本 勝会員  ニコニコ担当もあと 1ヶ月になりました。ニコニコします。 

§金 克基会員  初めてのニコニコ、失礼します。今年の 4月 7日に入籍致しました。10月に

は子供が産まれる予定です。私達らしい家庭を築いて行きたいと思います。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 18,000 円 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

次年度幹事報告          薄久保 大輔 次年度幹事 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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 庭野 宏隆 会員 

 

 株式会社 庭野建設 代表取締役 

 

＊卓話者の都合により、後日掲載致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1125 回 

6 月 11 日(火) 

招待卓話 

YUSUKE OFFICE 佐藤 悠介 様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1126 回 

6 月 18 日(火) 

会員卓話 

田中 豊治会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1127 回 

6 月 25 日(火) 

夜間例会 

最終例会 
18：30～ ベルヴィ宇都宮 

 

新入会員卓話 

 

 

 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告    杉本 勝 委員 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   5名 

出席数   27名   前々回訂正   35名 

欠席数    14名   前々回訂正率  

出席率  65.85％        89.37％ 

 

次回例会予定 

 

 第 1124 回 6 月 4 日(火) 

新入会員卓話 

荻原 美岐 会員 


