
    

 

【日   時】   2020 年10 月8 日（木）  『第 １１９８ 回 例会』 

【会   場】   フレックスホテル      『2F・ベルホール』 

【プログラム】   ⽶⼭記念奨学委員会担当例会 

【出   席】  (会員数)  37 名  (出席者) 28 名 (出席率) 75.68 ％ 

 

 
 

前回は、ロータリークラブの発足について話ました。 今回は、日本のロータリー史について話をします。 

《 ⽶⼭ 梅吉 》 

1868 年に江⼾（東京）の和⽥家（大和国高取藩の三男）に生まれる。5 歳の時に⽗親が他界したため、⺟親の郷⾥で

ある静岡県駿東郡⻑泉町（すんとうぐんながいずみちょう）に移住する。14 歳で旧制沼津中学に入学するも2 年で退学

し上京する。銀座の江南学校に入学するが、19 歳で東京英和学校（⻘⼭学院の前⾝）に転入し、⽶⼈講師のもとで英語

を学ぶ。翌年に⽶⼭家に養⼦となり、渡⽶。8 年間の在⽶中、オハイオ州・ウェスレヤン大学やニューヨーク州・シラキ

ュース大学などで法学を学ぶ。日本に帰国後に勝海舟に師事し、博文館より「提督彼理（ペルリ）」を出版する。 

1897 年（29 歳）、井上馨の紹介で三井銀⾏に入社し三井銀⾏深川・横浜・大阪各⽀店⻑などを経て、1909 年（12 年）、

常務取締役に就任。早川千吉郎などもいたが実質的に池⽥成彬と共に実権を掌握。終始⼀貫して池⽥の補佐的役割にあっ

たが、池⽥に対抗して⻘学出⾝者を三井銀⾏・三井信託にスカウトし、その中に間島弟彦、万代順四郎らがいた。1920

年に日本初のロータリークラブである「東京ロータリークラブ」を設⽴し、初代会⻑に就任。内外編物（現・ナイガイ）

設⽴に深く関わった [1]。 

1924 年に三井信託株式会社を創⽴し取締役社⻑に就任。1937 年に財団法⼈緑岡⼩学校（現、⻘⼭学院初等部）を創⽴

し校⻑に就任する。1935 年 多摩帝国美術学校（多摩美術大学）校賓。[2] 1938 年には、貴族院議員に勅選される。晩

年も、財団法⼈三井報恩会理事⻑、三井信託株式会社代表取締役会⻑、第15 回赤十字国際会議日本赤十字代表委員など

を歴任。1928 年に紺綬褒章（こんじゅほうしょう）受章、1942 年に勲四等瑞宝章受章。最終学位は、マスターオブア

ーツ（MA）（オハイオ州・ウェスレアン大学）である。1946 年4 月28 日死去。享年78 歳。お墓は記念館近くと横浜市

の総持寺の2 か所にあります。 
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この⽶⼭梅吉氏のロータリーの存在を伝えたのが、三井物産の現地法⼈SouthernProducts 社の⽀配⼈として、既にダラ

ス・クラブの会員であった福島喜三次（きそじ・きさじ、佐賀県有⽥出⾝）である。喜三次は1915 年にダラス・クラブ

のアディショナル正会員となった最初の日本⼈ロータリアンであった。 

1917 年政府派遣財政経済委員の⼀員として渡⽶した⽶⼭梅吉が1918 年の正月をダラスの福島家で過ごした。更に福島

のゲストとして、ダラス・クラブの例会に出席したことから⽶⼭にはロータリーに対する充分な予備知識がついていたと

思われる。 

1920 年1 月に帰国した福島はルバート・アダムス国際ロータリークラブ連合会会⻑から年度内に日本にロータリークラ

ブを設⽴することを条件に特別代表の任命を受け、⽶⼭梅吉と共に奔⾛しますが、年度末までに創⽴に必要なチャーター

メンバーの数を集めることができず、期限切れを迎えました。 

新会⻑エスタス・スコデコルは、パシフィック郵船横浜⽀店⻑ジョンストンを共同代表に任命して拡大の協⼒を命じまし

た。 

1920 年9 月1 日に設⽴準備会が開かれ、同年10 月20 日チャーターメンバー25 名が集まって銀⾏クラブで創⽴総会が

開催され、東京RCが誕生しました。 

なお、RI から正式に認証されたのは1921 年4 月1 日のことです。 

初代会⻑に⽶⼭梅吉、幹事に福島喜三次、理事3 名が就任しました。 

福島は僅か2 回例会に出席しただけで、1921 年3 月には大阪に転勤することとなります。大阪クラブの設⽴に関与した

後、上海クラブ会員を経て1932 年10 月日本最初のパスト・サービス会員として東京RCに再入会しています。 

創⽴当初のクラブの特徴は、会員のほとんどが財界の大御所で占められ、⾃由業（弁護⼠・医師）の会員は⾒当たりませ

んでした。戦前のロータリーは功成り名を遂げた財界⼈が入るクラブという錯覚を生み出し、社会的地位とロータリアン

の質とを混同する過ちを冒すことになります。会員が財界⼈であるがゆえ、⾦銭を介する「物理的相互扶助」の必要もな

く、⽶⼭の⽅針によってロータリーの奉仕哲学の探求に真摯な態度で取り組み、個⼈奉仕の原則もよく理解されていた反

面、クラブ組織としての管理運営はあまり省みられませんでした。よって、東京ＲＣの創設当初は、活動に対する会員の

関⼼も薄く、時には例会の存続も危ぶまれるほどであった。そのクラブに活を入れたのは、幸か不幸か、1923 年９月１

日に起きた関東大震災である。「東京全滅」との凶報が海外に伝えられると、まもなく各国から救援の手が差し伸べられた。

国際ロータリーからは、ガイ＝ガンデーガー（Guy Gundaker）会⻑の⾒舞い電報とともに2 万5,000 ドルが贈られて

きたのをはじめ、シカゴから1,500 ドル、ニューヨーク、サンフランシスコから、それぞれ1,000 ドルなど、続々と義

捐⾦や救援物資が到着。そのクラブ数はアメリカ、イギリス、カナダをはじめ503 クラブに及び、RIからの74,216 円

（36,269.82 ドル）を筆頭に⾦額は8 万9,161 円に達した。＜1970 年当時の貨幣価値で3 億円ほど＞ 

 この義捐⾦によって、わがクラブは大がかりな社会奉仕活動を実⾏することになった。 

 まず、東京市の孤児院の敷地内に、別棟「ロータリーの家」を新築のうえ、寄贈することを決定、さらに東京、横浜の

消失⼩学校188 校への備品送呈、ある会員管理の消失産科医療病院への寄付、殉職警察官遺族への援助などを繰り広げた。



これらは被災者救援と震災復興の⼀助となった。 

 奉仕の喜びを経験した会員たちは、改めてロータリーの⼒を認識し、その発展を念願するようになった。これによって

クラブ運営も⼀新され、それまでは月に１回だった例会も毎週⽔曜日に開かれることになった。 

 なお、残念なことに、「ロータリーの家」は、のちに戦災で消失してしまった。 

現在の東京ロータリークラブの会員数341 名 

今月10 月21 日（⽔）100 周年記念例会が開催されます。例会場は帝国ホテルとなっています。 

1952 年、東京RCは⽶⼭の功績を記念し、日本で学ぶ外国⼈留学生に対して⽀援を⾏う「⽶⼭奨学制度」を構想しま

した。現在の「ロータリー⽶⼭記念奨学会」です。 

 

 

 

①12 月のクリスマス例会は、25 日（⾦）から26 日（⼟）に変更。 

②地区公共イメージ委員会よりマスクが届きました。コロナ対策とロータリーのイメージアップ推進にご使用下さい。 

 

 

 

 

北出 誠 会⻑  

⼭下 茂紀 幹事 ⽶⼭記念奨学委員会、担当例会 ヨロシクお願いします。 

倉⽥ 幸範 会員 宜しくお願いします。 

越⼭ 明 会員 ⽶⼭委員会、宜しく！ 

⼩濵 彰男 会員 ⽶⼭委員会、よろしく！ 

坂本 昇 会員 ⽶⼭奨学生の尹成増さん、ようこそ＼(^o^)／ 

清⽔ 三昭 会員 ⽶⼭記念奨学委員会、担当例会 宜しくお願いします。 

⻄村 伸久 会員 久しぶりのベルホールでの例会です。 

林 菖蒲 会員 宜しくお願い申し上げます。 

⼭本 修二 会員  

脇 文彦 会員 ⽶⼭奨学担当例会、宜しくお願いします。 

 

以上11 名様・合計⾦額：15,000 円でした。有難うございます。 

 



 

 

     【米山奨学生カウンセラー】小濵 彰男 会員 

 

《卓   話》 

RYO  40206  尹 成増 

 始めまして、尹成増（イン チャンツン）と申します。本日はどうぞ宜しくお願い致します。7 月にクラブに伺った時にも紹介しましたが、私

は、三重大学大学院院 医学研究科 消化器外科で勉強しています。8 月に元教授楠先⽣は、定年退職になり、問山先⽣は、教授に

就任致しました。 

 

~~~ 私の故郷 ~~~ 

これは私出身地⿊龍江省です。⾯積は日本より、ちょっと大きいですが、⼈⼝は日本の三分に⼀ぐらいです。故郷の緯度は、北海道と大

体⼀緒です。ただ、気候変動によって、私の子供時代より故郷はそんなに寒くなくなってしまいました。冬の雪も少なくなってしまいました。 

家はこの建物の⼆階にあります。窓の外に広い⽔⽥があります。この写真は、夏に⺟親が⾃宅の窓から撮った写真です。綺麗な花と、⾒

渡す限り果てしない⽔⽥です。この写真は、先月の台風10 号が来た時に、故郷の秋の天気です。故郷の特産品は、キクラゲです。低カ

ロリーで食物繊維がたっぷりです。まず食物繊維といえば思い浮かべることの多い野菜は、ゴボウだと思います。ただ、どちらも茹でた状態で

⽐較するとキクラゲの食物繊維量は、ゴボウの約3倍に相当します。又、ビタミンDの量は、食品の中でもトップクラスの含有量です。食物

繊維が豊富なキクラゲに加え、コンニャク、ゴボウも合わせる事で、食物繊維を沢山摂る事が出来るので、お勧めです。キクラゲでお腹もス

ッキリ、健康⽣活を目指して是非お試し下さい。 

 中学校・高校時代の 6 年間に英語ではなく、ロシア語を勉強しました。中国の大学⼊試試験にロシア語の満点が 150 点満点中149

点を取りました。残念ですが、高校を卒業してから今までの 17 年間にロシア語を使うチャンスがなかったので、今は簡単な⾔葉だけを覚え

ています。大学に⼊学してから英語の勉強を始めました。そして日本に来てから日本語の勉強を始めました。⾔葉を習得することに於いて、

⼀番重要なことは、使う事です。ロシア語のアルファベットは全部で 33 文字あります。英語より多いです。手書きは印刷体とはちょっと違い

ます。こちらがロシア語の簡単な挨拶です：⼀番目のおはようございます→ロシア語での読み方は Доброе утро。発音する時に、舌

を使う事が多いです。⼆番目のКак есть все хорошие вещи：という意味は「すべての良いことがあるように」です。三番目のЯ 

желаю тебе счастья и здоровья：という意味は「あなたの幸せと健康を願います」です。実は私の家はロシアの近くにあり、ロシア

語を学びましたが、ロシアに⼀度も⾏ったことがありません。是非、⾏ってみたいです。 

 

~~~ 来日のきっかけ ~~~ 

日本に来てから、どうして日本を選んで留学したのかとよく聞かれます。 



私は 2003 年に医学部に⼊学して、3 年⽣から卒業まで北京中日友好病院で臨床実習していました。中日友好病院は、1984 年に、

日本政府の無償⽀援協⼒によって建てられた総合病院であります。病院には、沢山の医師が日本に研修・留学した経験があります。 

これらの先⽣が日本から学んだ知識と経験を使って、医療の発展と進歩を促進しています。卒業してから私は、中日友好病院の消化器

外科の臨床研究と基礎研究は世界⼀である事がわかりました。日本は、最良の手本だと思います。その時に日本へ留学したいという考え

がありました。同時に、ロータリー⽶山奨学⾦を知りました。2016 年に三重大学消化器外科の楠教授が中日友好病院の客員教授に就

任したのをきっかけに、日本に留学しました。 

 

~~~ 私の研究 ~~~ 

私の専攻は、⽣命医科学です。専攻は具体的に、消化器癌の治療に於ける新規治療マーカーの確⽴です。普通にタンパク質がマーカー

として研究されました。タンパク質についての実験によく使った研究方法は細胞培養です。癌細胞を使って⾊々な実験を⾏います。 

皆さんが最近良く聞いた PCR 検査も使います。これは元気満々な細胞の写真です。このフィギュアは⾃分の論文に使ったフィギュアです。 

上の⾚い線は、普通の癌細胞の増殖のスピードです。下の⻘い線は特定の方法でRACというタンパク質を減少させた癌細胞の増殖のス

ピードです。下の方がタンパク質が少なくなったので、増殖するスピードが⽐較的ゆっくりとしています。このフィギュアによると、このタンパク質

は、癌細胞の増殖を促進することがわかりました。⼀⾔で⾔えば、このタンパク質は悪いものです。次の実験に、患者さんの腫瘍組織にタ

ンパク質発現を検出して、低発⾔、高発現の2群に分類しました。⽣存期間の分析によると、低発現の患者さんの⽣存期間が⻑いという

ことがわかりました。これは、今まで第⼀著者と共著者として、発表した論文です。 

 

~~~ ロータリーとの関わり ~~~ 

日本に留学してから、プレッシャーが⼀番少ない時期が今年です。ロータリー⽶山奨学⾦は、⽣活に大きな助けになります。この⼀年間、

助けて頂きまして、⼼より感謝申し上げます。日本に来てやはり研究は、⼀番重要ですが、その前に、私費留学⽣にとって困ったことは暮

らしです。私は⼀年⽣の時から、四日市の AEON スーパーの物流センターでバイトをしています。最初の頃、⼀週間1、2 回の 10 時間

でした。その時に、研究のプレッシャーや⾔葉がわからないという事もあり、更に経済的なプレッシャーもありました。毎日沢山の髪⽑が抜け

てしまいました。⼆年⽣の時に、大塚敏美奨学⾦をもらったので、経済的プレッシャーが大幅に解消しました。そして大塚奨学⾦を通して、

友達も沢山出来ました。今はまだ物流センターのバイトはまだ続けています。しかし、ロータリー奨学⾦のおかげで⼀週間⼀回のバイトは、

私にとって、筋⾁のトレーニングのようなことになりました。ロータリー⽶山記念奨学会は、松阪山桜ロータリークラブを含めて日本全国のロ

ータリアンからの寄付⾦を財源に奨学⽣を⽀援する奨学会だと知りました。You Tubeで⾊々なロータリー⽶山記念奨学会の活動を拝⾒

致しました。しかし、今年は特別な⼀年だと思います。活動が中⽌になった事が多いので残念でした。 

 

~~~ 私の理想 ~~~ 

私は医学部を卒業し、外科医としての⼀步を踏み出す時に⾃ら描いた外科医としての理想像に近づくよう研鑽を積んできました。この理

想像とは “ Academic Surgeon ” です。Academic Surgeon とは、1939 年に亡くなった⽶国の脳神経外科医である Cushing 



の残した⾔葉です。Academic Surgeonは、研究者・教師・管理者、勿論外科医であります。日本の大学附属病院で働いている医師

のように、臨床と研究、両方が出来る医師になりたいです。より良い治療法を目指して「Academic Surgeon」として社会に貢献したい

です。ロータリー精神に従って、奉仕の精神を学んで、実践して、職業を通して社会の役にたちたいです。 

 

以上です。ご清聴を感謝致します。 


