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ロータリー  

シカゴから上田までの道筋 

 
ロータリーの誕生 
ロータリークラブは 1905 年 2 月 23 日、アメリ

カのシカゴで生まれました。青年弁護士・ポール・
ハリスの呼びかけによりこの日の夜、石炭商のシ
ルベスター・シール、鉱山技師のガスターバス・
ローア、洋服仕立業のハイラム・ショーレーがロ
ーアの事務所で会合したのが第 1 回目の例会と言
われています。ここでポール・ハリスは「実業人
が友愛の気持ちをもって親しみ合い、仕事の上で
の知り合いの輪を広げていくために定期的に集ま
る会をつくる」というかねてから温めていたアイ
ディアを提案しました。これについて 4 人がいろ
いろ話し合い、一つの職業から１人だけを選び、
週に 1 回会員の店あるいは事業所で例会をするこ
とになりました。会場を輪番にすることからロー
タリークラブと名付けられました。 
 ポール・ハリスには当初から単に会員同士の商
売や事業の便宜だけを図り、会員同士の親睦を重

んじる一方で、クラブとして何か地域社会に役立
つ活動をしたいという希望があったと言われます。 

こうした考えはシカゴだけでなく全米に広が
って行き、1910 年にはアメリカで 16 クラブ、会
員数 1,500 人という規模になります。やがてロー
タリーはアメリカだけでなく全世界に拡大し、今
や 200 以上の国と地域に、クラブ数 36,426、会員
数 1,178,107 人（ロータリーの友 2021 年 3 月号）
を擁する世界有数の奉仕団体となっている訳です。 
 
ロータリーの日本上陸 
 1917 年（大正 6 年）目
加田男爵を団長とする
我が国の財政経済視察
団がアメリカに渡りま
した。三井銀行の米山梅
吉も視察団の一人でし
た。米山はテキサス州ダ
ラスで興味深い話を聞
きました。ロータリーク
ラブというのがあって、全米の都市に次々と結成
され、最近はカナダ、イギリス、キューバなどの
国々に広まっているというのです。このことを彼
に教えたのは当時三井物産のダラス駐在の現地支
店長・福島喜三次でした。福島はダラスＲＣのメ
ンバーでした。米山は大きく心を動かされ帰国し
たと言います。 
 1920 年（大正 9 年）1 月、福島喜三次は転任で
日本に帰国します。彼はダラスＲＣとシカゴ本部
から日本にロータリークラブ設立をという任務を
希望されていました。早速米山梅吉を訪問し相談
に入りましたが、長い封建政治のもとで縦割りの
上下関係を重んじる日本の風土にアメリカ式デモ
クラシーが生んだ横並びのフェローシップを基本
とするロータリーの基本精神はなかなか溶け込ま
ず、苦戦したと言われます。苦労の末にようやく
1920 年 10 月 20 日、米山梅吉を会長に、福島喜三
次を幹事として東京ＲＣが創立されました。創立
当初は会員もロータリーへの認識が薄く、出席も
悪かったそうです。ところが 1923 年（大正 12 年）
9 月 1 日、あの関東大震災で世界中の 503 クラブ
から続々と義援金や救援物資が届き始め、なんと
総額 8 万 9 千ドルに達しました。日本のロータリ
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アンはロータリーの奉仕の精神を身に沁みて感じ
たのです。 
 その後日本でのロータリーは順調な発展を遂げ、
1928 年（昭和 3 年）7 月に日本、朝鮮、満州を合
わせて第 70 地区として認定され、初代ガバナー
に米山梅吉が就任します。ところが 1931 年（昭和
6 年）の満州事変をきっかけに軍部と右翼による
国家支配は急激に進み、1933 年（昭和 8 年）国際
連盟脱退、1936 年（昭和 11 年）2.26 事件、やが
て日中戦争へとご存知の道をたどります。世界平
和を掲げるロータリー精神がこのような社会に受
け入れられるはずもなく、各地でロータリーに対
する非難、排斥運動も激しく行われました。米山
をはじめ日本の当時のロータリアンは懸命にその
ような風潮に立ち向かいましたが、思想・言論の
自由に対する当局の干渉は日を追って激しく、各
地でクラブの解散が相次ぎ、ついに 1940 年（昭和
15 年）9 月、日本のロータリーは国際ロータリー
（ＲＩ）を離脱して消滅するに至ります。 
 
戦後のロータリー再建 
 戦時下、消滅したロータリークラブも少なくあ
りませんでしたが、装いを変えて継続した隠れロ
ータリーも多数存在したと言われます。札幌クラ
ブ、仙台火曜会、東京水曜クラブ、名古屋同心会、
大阪金曜会等々です。1945 年（昭和 20 年）、戦争
が終わると各クラブでは連絡を取り合ってＲＩに
復帰の希望を出しました。しかし、世界に於ける
日本の立場はなかなか厳しく、容易にＲＩ復帰が
認められる環境にはなりませんでした。しかし各
地のロータリアンは地道に準備を整え、日本に味
方するＲＩの実力者も現れ、遂に 1949 年（昭和 24
年）、東京、京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札
幌の 7 クラブがＲＩ復帰を果たします。 
 その後の日本でのロータリーの拡大発展は目覚
ましいものがあり、2020 年 12 月現在での日本の
クラブ数は2,237、会員数は86,176人を数えます。
（ロータリーの友より） 
 
長野県にロータリーが 
 1955 年(昭和 30 年)、日本のロータリーは 4 地
区に分割され、長野県は愛知、静岡、山梨、富山、
石川、岐阜、三重、神奈川のブロックに入りまし
た。地区に入っていても、当時長野県にはロータ
リークラブは存在していませんでした。そしてな
んと日本でロータリーの無いのは長野県だけだっ
たそうです。未開拓の長野県にロータリークラブ
をつくることは歴代ガバナーの重要課題でした。
時のガバナー柳瀬省吾（横浜ＲＣ）はロータリー
不毛の地・長野県にロータリークラブをつくると
いう強い要請を出し、その任に名古屋ＲＣと豊橋
ＲＣが当たることになりました。名古屋ＲＣは松
本を、豊橋ＲＣは飯田をターゲットに働きかけを
行いました。両クラブとも各商工会議所メンバー
を中心に説得に努めたそうです。そして 1956 年
（昭和 31 年）4 月 6 日に松本ＲＣが、同年 6 月 13
日に飯田ＲＣが設立されました。松本ＲＣは甲府
ＲＣの例会を見学し、アドバイスを受けたという
ことで、スポンサークラブに名古屋ＲＣと並んで

甲府ＲＣが記録されています。その後松本ＲＣは
1957 年（昭和 32 年）に諏訪ＲＣを、1959 年（昭
和 34 年）11 月 12 日に上田ＲＣのスポンサーとな
っています。 
 
ロータリーが上田にやって来た！ 
 ロータリークラブをその地につくろうとした場
合、名古屋ＲＣと豊橋ＲＣが取ったと同じように、
つてを求めて現地の有力者なり団体なりに働きか
けるのが通常です。上田の場合は通常のやり方で
はありませんでした。上田ＲＣは 1959 年（昭和 34
年）11 月 12 日に創立総会をしていますが、準備
に入ったのはその年の 6 月です。スポンサークラ
ブは松本ＲＣです。松本ＲＣが 6 月に上田の有力
者に働きかけたと見るのが通常でしょうが、上田
の場合はその逆でした。つまり初代会長を務める
柳沢健太郎氏が自ら提唱し、仲間を集めて 6 月 29
日に有志の会を開いたのです。そこで先進地の視
察をしようということになり、松本ＲＣに出張し
てロータリーの教示を受けたのです。与えられた
のではなく、自ら求めて行ったのです。 
 柳沢健太郎氏はどんな方だったのでしょうか？
そのお人柄などについては詳しくは分かりません
が、豪放磊落な方だったようです。ご先祖は北国
街道上田宿の原町で本陣問屋を勤めた柳沢太郎兵
衛です。生まれがこれほどはっきりした方は上田
では少ないと思います。当時、倉庫会社の代表の
他に菅平観光開発の代表も勤められていました。
上田ＲＣの創立 10 周年記念誌に氏は「菅平リフ
ト開通式に列席し、リフトから飛び降りて大骨折
をし、上田病院に三ヶ月間横臥中に考えた一つの
アイデアだ。・・・」と書かれています。また「ま
ず第一に商工会議所と銀行屋サンを抱き込むに限
ると考え、当時の支店長（八十二銀行上田支店）
三宅正人君と羽田専務理事にはかり、信州の斯界
のパイオニアたる松本ＲＣへ両君を同伴指導を受
けるため・・・」「大体ＲＣが、何物であるかも知
らずただ上田でやれヨと一高時代の同級生か
ら・・・」と書かれ、ロータリークラブをつくろ
うと思い立った動機とそのやり方まで記していま
す。また「ＲＣの憲法に相反してはいけないが、
うえだはうえだのローカルカラーをあくまで保持
して自己発揮をすべきだと信ずる。・・」と述べら
れています。自分というものをはっきりと持った
方だったことが分かります。 
 
 創立会員は次の方々です。 
 
青木  固  小林 睦男  三宅 正人  
沖  朋市  遠山与曽治  花岡 数幸 
小林 延次  宮坂  陽  小笠原利司   
山浦 国久  羽田 正博  駒崎鉄五郎 
宮下 喜市  岡崎 昌夫  柳沢 文秋 
林  貞三  小山喜太郎  宮島 貞義   
志摩金之助  柳沢健太郎  堀内猪之助 
沓掛 信敏  中島 一夫  鈴木  俊   
柳沢宗一郎  河合 平補  前田 義一 
成沢忠兵衛  滝沢 佳夫 
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水野 泰雄君 

今日は中澤会長所用の

ため、会長挨拶の代理を

させていただきます。 

上田六文銭RCに入会させ

ていただき、12年が過ぎ

ようとしています。 

今は退会されていますが、上田ケーブルビジ

ョンの寺島社長からのご紹介で入会しました。そ

の時の会長が宮原さんでした。いきなりRYLAの年

であり、右も左も分からないまま会長の名刺を持

って東奔西走したのを覚えています。 

今思えば、あれがロータリアンのスタートで

あり分からないままではいけないのでたくさんの

ことを学んだ時であり、今では懐かしい思い出で

す。 

人の出会いは不思議なもので、あの出会いが

なければ今の自分もないと気づきます。 

そして心温かい多くの皆様と出会い、学んで成長

させていただきました。上田六文銭RCに入会し

て、本当に良かったと思う今日この頃です。 

人は人と出会い、人生を創っていく。運命を

変えてゆく。突然の出会い。偶然の出会い。必然

の出会い。様々な出会いがあるけれど、人は然る

べき時に、然るべき人に出会うという。だから出

会いは思う以上に尊く価値がある。よい出会い、

よい人生、である。人は人と出会う。 

出会い運命を変えてゆく。誰と出会うか。そ

れはわからない。ただわかるのは、未来で待って

いる人が確かにいること。その人が運命を変える

可能性を秘めていること。人生、ふりかえってみ

れば、そのことがよくわかる。よい出会いは、よ

い人生をつくる。よい出会いのために、日々、自

分を磨き、それにふさわしい自分を用意しておこ

う！人との出会いを大切に〜今日という１日が笑

顔あふれる時でありますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田  穣君  

１. RI より 

・ROTARY ５月号 

・５月ロータリーレート １＄=１０９円 

・財団室ニュース ５月号 

・日本事務局在宅勤務延長のお知らせ 

２. 地区事務所より 

・伊那ロータリークラブ 事務局員変更 

・上田保健福祉事務所より 

  献血バス運行予定表 

恵送   

  ・丸子 RC 様・上田東 RC 様・・・会報 

  会員配布物 

  ・当クラブ会報 第 1085 号 

  ・ロータリーの友 ４月・５月号 

  ・月信  ５月号 
 

                渡邉章貴君 

 

 

 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 4 0 84.62％ 
前々回 24 3 2 95.83％ 
西澤文登君  卓話をさせていただきます。 

吉田 穣君  西澤文登さん本日の卓話楽しみです。

よろしくお願いします。 

杉山 裕君  西澤文登さん今日はよろしくお願い

します。 

田中栄一君  西澤様の卓話楽しみにしています。 

宮澤広一君  西澤さん、卓話楽しみです。 

宮原宏一君  西澤文登さん、卓話楽しみにしてい

ます。 

柄澤 堯君  太郎山が緑一色になりとてもさわや

かです。 

笠原一洋君  去日第一回ワクチンを接種しました。

第二回は 31 日です。 

西澤尚夫君  ３日がかりでようやく接種予約でき

ました。 

副 会 ⾧ 挨 拶 幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 
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合原亮一君  先週はお休みしてすみませんでした。

いよいよ米作りの季節になり、久し

ぶりに代掻きをしました。 

飯島伴典君  久々のゴルフ楽しく行ってまいりま

した。安定の 108・・。 

伊藤 豪君  連休はいかがお過ごしだったでしょ

うか？私は美穂ヶ池に散歩へ行って

みました。きれいな所でリフレッシ

ュできました。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 松澤 一志君 
水野 泰雄君 生川 秀樹君 斉藤惠理子君 
横沢  正君 斉藤  仁君  
 
ニコニコ BOX 喜投額 5/11 例会 25,000 円 

今年度累計 624,003 円 目標達成率 69.3% 

 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    水野 泰雄君 
□R ソング『国歌』『それでこそロータリー』テープ 
□慶  祝 

 皆出席   

 

 

 

 

 

      西澤 文登君 (37 年)  

 誕生日祝   
      肥田野秀知君 (18 日)  
      田中 栄一君 (21 日)   
      伊藤  豪君 (22 日)  
 結婚記念祝 
      北村 久文君()22 日 
□委員会報告 

 

 

『ロータリーの友』紹介 

広報・情報委員長 横沢 正君 

 

 

会員卓話  合原 亮一君 

 

 

５月９日(日) 立科ゴルフ倶楽部にて東御 RC 様

ホストによる東信第二グループ６クラブゴルフコ

ンペが開催させました。 

当クラブからは、肥田野秀知君、西澤尚夫君、山

崎芳雄君、水野泰雄君、宮澤広一君、飯島伴典君

の６名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/11 の例会にて表彰を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西澤尚夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        水野泰雄君 

例 会 日 誌 

5 月 25 日 例 会 予 定 

６クラブゴルフコンペ 


