
第 2054 回例会 

10月13日 №13 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

卓話は準備が大変で、当初は一人旅について

と思いましたが、写真が多すぎて、やめました。

それで私も 85 才になり、そろそろ終幕も近づ

いてきまして、私や会社の歴史など、プロジェ

クターの写真を使ってお話したいと思います。 

     ＜私の生い立ち・主なプロフィール＞ 

〇1993 年 4 月頃まであった生家（山形県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料より、概要にて掲載） 

川合 貞義 

〇山びこ学校（山形県山元村中学校 現：上山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔の方はご存知かと思いますが、私の出身中 

学で、中学校教師の無着成恭（ﾑﾁｬｸ ｾｲｷｮｳ）先 

生が、教え子の生徒全員の学級文集をまとめて、 

出版してベストセラーになりました。その後、 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



  

 

映画化もされました。私 

は無着先生に 3 年間、理 

科を教わました。 

また県立宮内高校に進 

み、運動会では走り高跳 

びや 200ｍ走、走り幅跳 

びなどで表彰され、学校 

対抗陸上競技選手権大会 

で賞状も貰いました。 

 

〇第９代相模原青年会議所 理事長に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇桜美林大学院 学位授与 

（1995 年 修士博士課程修了 59 才） 

  卒論テーマ「知的所有権に視る国際企業紛争の 

 諸問題」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また 2016 年には、桜美林学園名誉理事の称号が 

授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇厚生労働大臣 表彰受賞 

 平成 10 年に「神奈川県知事表彰」、平成 17 年 

に「厚生労働大臣表彰」を受賞。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇日中交流協会の活動について 

・無錫市と日本と中国の桜植樹 30 周年記念招待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２０１７年上海領事館訪問（相模原市長の親書持参） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜会社の歴史について＞ 

次に会社の歴史ですが、働き続けて仕事一筋で 

きたことが私の一生のように思います。 

・1964（昭和 39）年、最初の事務所「相模商会」 

を設立。私は 29 才で、従業員は事務員 4 名と

家内の計 5 人。

・1966（昭和 41）年、相模原市千代田に第２の

事務所を建設。

・1969（昭和 44）年、千代田の事務所裏に鉄筋

2 階倉庫を建築。

・1971（昭和 46）年、(有)相模医用フイルム現像

所 会社設立

・1975（昭和 50）年、横山 2 丁目に土地購入

・1979（昭和 54）年、プレハブ倉庫兼事務所建築

・1980（昭和 55）年、本社落成式

・1986（昭和61）年、ﾊﾞｲｵｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱設立

・1989（昭和64）年、プレハブの最初の事務所と

倉庫を２階建ての新しい倉庫に建て替え

・1989（平成元）年、深谷市 上武営業所開設

・1997（平成9）年、ヘルスケア西武 開設

・1999（平成11）年、ヘルスケアさがみ 開設

・2003（平成15）年、医療機器業界のメッカ、本

郷に土地購入

・2004（平成16）年、埼玉県所沢市に消毒室及び

配送センターを含めた建物を建築。

同年、創立40周年記念式典を開催

・2005年 千代田区外神田（秋葉原・蔵前通り）

に７階建てビルを購入

・2006年 社長交代・就任祝賀会

・2007（平成19）年、深谷市 上武営業所を新築

 以上、ざっと紹介させて頂きましたが、会社は 

生き物ですので、大事にしないといけません。私 

は会社には愛情を持って使われてきました。 

 こうして多くの皆様に支えられて、85年を生き 

てまいりました。ありがとうございました。 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ）

久し振りに伺いました。宜しくお願い申し上げます。

相模原グリーン RCの「敦煌」をご利用頂き、ありが

とうございます。

●佐々木会長、小崎幹事

①皆さん、こんにちは！ 先週の情報集会に参加され

た皆様お疲れ様でした。活発な議論ありがとうござ

いました。今週の情報集会も宜しくお願いします。

③本日卓話の川合会員、宜しくお願いします。

●佐々木会長、小崎幹事

結婚記念日祝をありがとうございます。結婚して、

１５周年（佐々木）と７周年（小崎）になりますが、これ

といって問題はありません。感謝！！

●伊倉 正光会員

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。

②川合会員の卓話、楽しみです。

●小野 孝会員

①川合さん、卓話楽しみにしています。

②結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

＜裏ページに続く＞ 



 

 

●川合 貞義会員 

①卓話させて頂きます。つまらない話で恐縮です。 

②結婚記念日祝ありがとうございます。たまには、戴 

       いた花で、家内と一緒に家で一杯やってみようか。 

      ●甲斐 美利会員 

      ①結婚記念日祝、ありがとうございます。お陰様で４５ 

        年、共に元気で過ごしております。 

      ②川合さん、卓話楽しみにしています。 

      ●阿部 毅会員 

      ①川合さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

        本日は、その歴史を卓話でお聞かせ下さい。 

      ②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

      ●田後 隆二会員 

       川合さん、卓話楽しみです。結婚記念日、明日で 

すね。おめでとうございます。 

      ●横溝 志華会員 

      ①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

      ②川合会員、卓話楽しみにしています。 

●黛 裕治会員 

①１０月ご結婚記念日お祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

②川合さんの卓話、楽しみです。 

③１１日（日）に、運動会を決行しました。体よりも気疲 

        れしました！ 

●豊岡 淳会員 

①１０月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②卓話をお願いする川合さん、楽しみにしています。 

よろしくお願いします。 

●丸子 勝基会員 

①川合会員の卓話、楽しみです。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

        末永くお幸せに！ 

●冣住 悦子会員 

①１０月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②川合さん、卓話楽しみにしています。 

●金沢 邦光会員 

       週末に地区大会に出席の皆さん、お疲れ様です！ 

●藤本 恵介会員 

        川合会員、卓話よろしくお願い致します。とても楽 

        しみにしております。 

 

 

 

●池之上 和哉会員 

①１０月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②川合会員、本日の卓話楽しみです。よろしくお願い 

  します。 

本日のスマイル額  ２９，０００円 

今年度の累計額  ２１６，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際ロータリー初の女性会長の誕生】 

ホルガー・クナーク RI 会長は 10 月 2 日、ジェ 

ニファー・ジョーンズ氏（ウィンザー・ローズラ 

ンド RC 所属、カナダ・オンタリオ州）を 2022～ 

23 年度 RI 会長ノミニーとして正式に宣言しまし 

た。会長指名委員会により 8 月に選出されたジョ 

ーンズ氏は、2021 年に台湾で行なわれるロータリ 

ー国際大会で正式に会長エレクトとして選ばれ、 

2022 年 7月 1 日に会長に就任し、115 年に及ぶロ 

ータリーの歴史において、初の RI 女性会長が誕生 

することになります。 

【ロータリークラブと女性会員】 

今でこそ女性会員がいるのは当然のように思え 

ますが、わずか 30 年前の 1989 年まで国際ロータ 

リー（RI）の定款には、ロータリークラブの会員 

身分は男性に限ると記されていました。初めて女 

性をロータリーに参加させようとする動きは 1950 

年に起こり、インドのロータリークラブから女性 

も会員として認めるべきであるという提案がされ 

ましたが、規定審議会で否決されました。 

会員資格はRI定款に定められていて、女性が入 

会するためには、まずこの定款を変更しなければ ↗ 

 



 

      

なりません。そして、この定款を改めるには、3

年に1度開かれる規定審議会に提案して、代議員

の3分の2以上の賛成を得る必要がありました。 

その後も、職場で高い地位に就く女性が増える

につれ、女性会員を支持するクラブの声が高まり、

1964年、1972年、1977年に各国で同様の提案がさ

れましたが、全て規定審議会で否決されました。 

女性の入会が大きく動き始めたのは、1977年以

降のことで、1977年にカリフォルニア州のデュア

ルテRCがRI定款に違反しながらも、3名の女性を

入会させ、このことがマスコミを通じて世間に知

れ渡ったことから、RIがデュアルテRCを除名した

のです。これに対し、デュアルテRCはRIを相手に

裁判を起こし、第1審ではRIが勝訴しましたが、

控訴審では逆に第１審を破棄し、女性入会拒否は

違法であるとの判決が下されました。 

その後、控訴裁判所に再審請求がされましたが

却下され、連邦最高裁判所に上告。そして1987年

5月4日、アメリカ連邦最高裁判所は「ロータリー

が女性会員加入を認めないのは、カリフォルニア

の州法に抵触し、従ってその限りにおいて違法で

ある。」というRI敗訴の判決を下しました。アメ

リカには、これ以上の上級裁判所がないため、RI

は女性の入会を認めることになりました。 

この判決の2年後、1989年の規定審議会におい

て、ロータリークラブの会員は男性に限られると

する RI 定款の要件を、削除する旨の決定がなさ

れ、世界中のロータリークラブで女性の入会が認

められました。尚、RIから除名されていたデュア

ルテRCは、1986年に遡って、RIに復帰加盟するこ

とになりました。 

【現在の女性会員の割合】 

女性が、ロータリークラブに入会できるように 

    なって以降、女性会員の数は増加を続けており、 

2019年の女性会員は約27万人となり、世界のロー 

タリアン会員数は約119万人ですので、世界にお 

ける女性会員の比率は約23％です。 

他方、日本ではロータリアン会員数は約87,000 

人に対し、女性会員は約6,000人ですので、比率 

は約7％であり、世界との間には相当な開きがあ 

ることが分かります。 

尚、2780地区の会員数は2,296人であり、女性 

 

 

 

会員は264人ですので、比率は約11％です（当ク 

ラブでは会員29名中、女性会員は3名ですので、 

女性会員の比率は約10％です）。 

 30年前には女性の会員数は0％だったわけです 

から、30年間でこれほど増加したと言えるかもし 

れませんが、逆にロータリークラブは地域社会に 

密接に関わっており、地域社会の約半数が女性で 

あることに鑑みれば、まだまだ女性会員の割合は 

少なすぎるようにも思えます。 

 現在の国際ロータリーでは、会員基盤の成長と 

多様化を図ることが最優先事項とされています。 

これは、多様な会員が多く集まって結束すれば、 

地域社会により大きなインパクトをもたらし、社 

会的意義のある奉仕事業を実践できることが分か 

っているからです。 

（紙面上、一部略及び要約にて掲載） 

 

＜米山梅吉氏について＞  （先週分より） 

米山記念奨学会は誰が作ったかご存知でしょうか。 

「米山」と付いているから米山梅吉氏だろうと思うかも 

しれませんが、正解ではありません。米山梅吉氏は、 

１９４６年に７９歳で逝去し、米山奨学制度が設立され 

たのは、それから６年後の１９５２年のことでした。 

米山奨学制度を作ったのは東京 RCであり、米山 

梅吉氏の功績を記念し設立したものです。ロータリー 

クラブが個人の功績を記念して、これほど大きな制度 

を作り上げたのですから、米山梅吉氏がどれほど偉大 

な人物であったかは想像されるところです。ご存知の 

方も多いと思いますが、ここで米山梅吉氏がどのような 

人物であったかをご紹介します。 

米山氏は１８６８年に出生、５歳の 

時に父親を亡くしています。小さい 

頃から神童と言われる英才であり、 

２０歳から８年間アメリカへ留学して 

帰国後、２９歳で三井銀行に入行。 

アメリカの大学卒、演説は上手、 

英語は自在、しかも男前であり、更に三井銀行入行の 

際には友人の伯父にあたる財界の大御所の紹介で入 

行していたため、米山氏は入行後、順調に出世し、何 

と入行からわずか１３年後の４２歳の時に、三井銀行の 

常務取締役に就任します。 

そして４７歳の時に（これは私の現在の年齢ですが） 

＜次ページに続く＞ 



 

                                                                                          

 

「新隠居論」という文章を書き、「隠居した人は今ま 

で職務に忙しくてできなかったことを見つけ、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」、つまり人間 

は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 

う内容です。４０歳代の若さで、大手銀行の常務取 

締役になり、このような隠居論を記し、相当に優秀

な方だったことが分かります。 

５３歳の時に、東京 RCを創立して初代会長とな 

り、５７歳の時に三井信託㈱を創立して取締役社長 

になり、６６歳まで経済活動の第一線で活躍され、 

６７歳で一線を退いた後は、㈶三井報恩会理事長 

や日本赤十字代表委員などを歴任し、広範な奉仕 

事業を主導されました。書籍によれば、米山氏の 

偉大さは単にお金を出しただけではなく、必ず自ら 

現地に赴き、「金はお出しするから皆さん頑張れ」 

と励まし続けたことであると記載されています。 

例えば三井報恩会の理事長として、ハンセン病、

癌、結核等の医療や福祉関係への助成に多く携わ

り、ハンセン病では、米山氏は１９４０～１９４２年に、

青森から沖縄までの当時の診療所を全て、自ら調

達した見舞金を持って回ったそうです。ご存知の通

り、ハンセン病は国による隔離政策から患者に対す

る差別を引き起こした病気で、らい予防法違憲国家

賠償請求訴訟で、国が敗訴したのは２００２年のこと

です。世間にハンセン病の正確な病気の理解がさ

れたのは、つい最近のことで、１９４０年頃に全国の

ハンセン病診療所を全て訪問し、見舞金を持って

回ったというのは驚くべきことだと思います。 

米山梅吉氏は単に頭が良く、商才に富んでいた

というだけでなく、社会奉仕に強い信念を持って、

勇気と実行力で多くの奉仕活動に取り組んでいた

ことが分かります。      （一部要約にて掲載） 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲斐 美利会員 10月 7日 

・佐々木敏尚会員 10月 8日 

・伊倉 正光会員 10月 10日 

・川合 貞義会員 10月 14日 

・小崎 直利会員 10月 19日 

・田所  毅会員 10月 30日 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

  ありません 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  黛 裕治会員 

ビジター   中村 昌治君（相グリーン） 

出席報告 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp


 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２２名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/29) 

３名 ８８．４６％ ９１．６７％ 

http://sagamiharanaka-rc.jp/
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