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会長挨拶 南 信行会長

｢日本のロータリーの生みの親

米山梅吉について｣

梅吉は1868年 (明治元年) に生まれ1946年 (昭

和21年) 78歳で亡くなります｡ 実はポールハリス

は梅吉より２ヶ月後に生まれ､ ９ヶ月後に亡くなっ

ています｡ 江戸 (今の西新橋) で生まれ､ 静岡県

は三島の西､ 長泉町に幼少時代を過ごします｡ 神

童と言われる程英才で､ 400年続く名主の米山家

の婿養子となり､ 青山の東京英和学校に入学｡ そ

の後８年間のアメリカ留学から帰国し､ 28歳の時

米山家の一人娘はると結婚｡ 大御所井上馨の口利

きで三井銀行に入行します｡ 演説が上手､ 英語は

自在おまけに男前と､ 全てが整っていたためかト

ントン拍子に出世しました｡ 41歳から55歳まで常

務取締役､ 56歳から68歳は三井信託 (株) の社長､

会長を歴任します｡ 46歳の時書き上げた ｢新隠居

論｣ では､ ｢隠居した人は今まで職務に忙しくて

出来なかった事を見つけ､ 何か社会公衆のために

奉仕するところがなくては､ 人間としての義務を

果たしたとは言えない｣ と

言っています｡ 在職中の52歳

の時東京 RCを創立し､ 職を

辞してから三井報恩会の理事

長として､ 全国に奉仕活動を

続けました｡ 更に人づくりは

初等教育の充実として､ 青山

学院初等科を全額私財を投入して創立し､ その小

学校校長の職務に専念して余生を送ったのであり

ました｡

ロータリアンとしては､ 拝金主義や快楽主義を

排して､ 自らの職業に身命を打ち込むことによっ

て社会に奉仕すること｡ 小学校校長としては､ 他

人に迷惑をかけないような､ そして他人の為にな

る事をのみ心掛けてするような子供を作ること｡

それを実践した人が米山梅吉でありました｡

幹事報告 若麻績信昭幹事

・世界寺子屋運動 キャンペーン書き損じ葉書と

未使用切手回収にご協力ください｡ ２月末まで

・本年度､ 長野南ロータリークラブの米山奨学生

の交流クラブとして夜間例会などにお誘いして

いるケルビン ライ ション オンさんから年賀

状が届きました｡ ｢クラブ行事に参加させて頂

きありがとうございます｡ またサントス先輩の

事をお話できとても嬉しく思います｡ 今後とも

よろしくお願いします｣ とのことです｡

１／19 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 中 谷 友 子 さ ん

｢笑いヨガ｣

第1460回例会 2018年 (平成30年) １月12日 (金)

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE



出席・ニコＢＯＸ報告 川橋昭義例会運営委員
１/12 (会員51名) 出席34名前々回修正出席率93.88％

・清水光朗さん・宮原友昭さん☆新年あけまして

おめでとうございます｡ 本年もよろしくお願い

申し上げます｡

・合 計 6,500円 ・累 計 460,456円

会員家族委員会より 青木 宏委員長

先日ご案内しましたが新春親睦ゴルフコンペを

２月25日�に開催致します｡ 前回は､ 大荒れの天

気でしたので真の王者を決めるべきリベンジした

いと思います｡ 仕事柄私が行ける日ですと､ 仏滅

になってしまいますが､ 大勢の皆様のご参加をお

待ちしています｡

会 員 卓 話 池 田 修 平 さ ん

｢暦をもう一度｣

１､ 太陰暦､ 太陽暦､ 太陰太陽暦

について

太陰暦 新月から新月まで

(29日12h44m３s)

新月＝朔 (策)､ 満月 (ぼう)

月の満ちかけ 29日or30日

12ヶ月 354日or355日

10日から11日短い

太陽暦 365日５h48m46s

閏月が４年に１回

太陰太陽歴 ２年or３年ごとに余分の月 (閏

月) を加え１年を13か月にする｡

約３年に１度

19年に７回で誤差なく暦を運用

できることは古代より知られて

いた｡

2017年は閏月が入る年で皐月

(５月) の次が閏５月になる｡

２､ 太陰太陽歴

今年の暦 2018年１月１日は元旦ですが､ 旧

暦で11月15日です｡

旧暦の正月は２月16日が元旦になります｡

奇数月は29日×６＝174日

偶数月は30日×６＝180日 354日

３､ カレンダーに書いてある和風月名

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

睦月 如月 弥生 卯月 皐月 水無月

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

文月 葉月 長月 神無月 霜月 師走

４､ 24節気

１年を24に等分する｡

月の初め→節気 月の後半→中気

立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨

立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑

立秋 処暑 白露 秋分 寒露 霜降

立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

５､ 節句 年中行事

人日 (１月７日) 上巳 (３月３日)

端午 (５月５日) 七夕 (７月７日)

重陽 (９月９日)

例 会 案 内

２月２日 ゲスト卓話 本田美登里さん

(AC長野パルセイロ・レディース監督)


