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点鐘・開会宣言・歌唱

お客様
＊10/3 卓話者 斉藤正彦様

(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 米山選考委員長 川崎西RC)
＊10/10 卓話者 伊藤弘志様(川崎中央RC)

小川湧三様(川崎鷺沼RC)

第７例会記録(プログラム)

当時ｱﾒﾘｶ提督ｺﾓﾄﾞｱ･ﾍﾟﾘｰに興味を持ちﾍﾟﾘｰの生誕の地ﾆｭｰ
ﾎﾟｰﾄを訪れています｡25歳の時､ｼｶｺﾞ世界博で見本品の説明
役をしました｡また帰国直前にﾅｲｱｶﾞﾗを観光しました｡通り
すがりの者に｢ｼﾞｬｯﾌﾟ､ｼﾞｬｯﾌﾟ｣と云われ､人種的に耐えられ
ない実例に出くわしたとのことです｡27歳で帰国後､ｱﾒﾘｶに
は行きましたが仕事には就けないので新聞記者になろうと
投稿料で生計を保っていました｡28歳の時､勝海舟氏に表題
を､藤田四郎氏に序文を書いてもらい｢提督ﾍﾟﾘｰ｣を出版｡そ
の後米山はると養子という形で結婚をします｡そして語学力
を活かして日本鉄道会社に就職し渉外事務担当をしました｡
この時期に勝海舟氏の家を訪問したり､榎本武揚先生や福沢
諭吉先生と会っています｡29歳の時､藤田四郎氏を介し､井上
馨氏の紹介で三井銀行に就職｡これから三井銀行での活躍に
なります｡30歳神戸支店次席時､欧米財政制度を視察｡帰国後
の報告書は今の銀行の業務の近代的な計画等になります｡勝
海舟氏より政府高官になることを勧められますが､藤田四郎
氏､井上馨氏に敬意を払い三井と共に人生を過ごすことに決
めました｡34歳で大阪支店次長､大津支店長､41歳で三井銀行
常務取締役兼大阪支店長になります｡養父の藤三郎さんが隠
居して米山家の家督を相続します｡49歳の時､政府の特使と
して公式に渡米｡その時三井物産ﾀﾞﾗｽ支店長福島喜三次氏の
誘いでﾀﾞﾗｽﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを訪問しています｡この使節の功績と

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

報告
＊理事会報告
1.古屋光克会員より健康上の理由で退会届 承認
1.12月の予定
12月 5日(木) 年次総会 第6回定例理事会

12日(木) 卓話 高津消防署
19日(木) 年末家族会 夜間例会
26日(木) 休会

【第１３回 １０月３日(木) 】 して大正天皇から金盃を授かりました｡52歳で東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌ
ﾞを設立｡ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ24名､梅吉氏が会長､特別代表が福島氏
とW.L.ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ氏｡幹事が福島氏でした｡例会は毎月1回水曜
日に行いました｡55歳の時､関東大震災があり国際ﾛｰﾀﾘｰから
救援金として2万５千㌦､世界503のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞから総額１万
4944円82銭の見舞金が届きました｡56歳の時､三井信託株式
会社が設立され初代の社長に就任､58歳で国際ﾛｰﾀﾘｰ理事に
就任､60歳で国際ﾛｰﾀﾘｰ第70地区のｶﾞﾊﾞﾅｰとして3期連続就任
しています｡また、太平洋地域の大会のｶﾞﾊﾞﾅｰ､また長泉の
小学校に米山文庫を寄贈しました｡そして66歳の時､三井報
恩会の理事長に就任しﾛｰﾀﾘｰ活動のような支援をしました｡
70歳の時､貴族議員にも選ばれています｡72歳の時東京ﾛｰﾀﾘｰ
の解散｡そして78歳の時､長泉で亡くなっています｡昭和27年
に東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが米山制度を設立｡昭和32年には米山奨学
会になり､今年公益財団法人に移行いたします｡この事業は
外国での勉学によって得た相互理解の大切さを固く信じた
米山梅吉氏に捧げる最も相応しいものです｡米山記念奨学会
の目的は｢将来､日本と世界の懸け橋となって国際社会で活
躍する人材を育成すること｣これはﾛｰﾀﾘｰが目指す平和と国
際理解推進そのものです。

【第１３回 １０月３日(木) 】
＊卓話者紹介 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 茅根正之委員長
斉藤正彦様はご存じの通り川崎西RCの会員で､高津区子育
情報発信委員､高津区民祭事務局長の時には岡本太郎生誕
100周年で高津駅構内に絵画｢高津｣を設置､第2590地区では
前年度米山奨学金増進委員長､今年度米山選考委員長と大活
躍です｡叔父さんは川崎西RCのﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ斉藤二郎様です。

＊卓話｢米山梅吉について｣
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 米山選考委員長 斉藤正彦様

米山梅吉氏は慶応4年に芝田村町､現在の港区新橋6丁目付
近の大和国高取藩中屋敷で生まれました｡父親の和田竹造は
梅吉氏が4歳の時に亡くなり､その後母親の実家のある三島
に転居し､兄が先生をしている映雪舎という学校に7歳で入
学しました｡学問に長けており､11歳の時に米山家から養子
縁組の話が持ち上がりました｡その後沼津の沼津中学校に入
学し江原素六校長の教えに影響を受けました｡梅吉少年は論
述もうまく｢新聞記者になりたい｣という志を持ち徒歩で東
京へ出発｡当時15歳でした｡中央区銀座にある江南学校に入
学し土居光華氏､藤田四郎氏と知り合います｡勉強をしなが
ら17歳で東京府の公務員､いわゆる吏員に合格。母親と愛宕
町に家を持って生活を共にします｡当時の公務員の月給は8
円でした｡ｱﾒﾘｶの渡航費用は100円で｢ｱﾒﾘｶへ行くこと｣
を志した梅吉少年はその頃からｺﾂｺﾂとお金を貯め始めます｡
18歳の時に東京英和学校､現青山学院大学に入学し､米国人
ﾆｺｰﾙ･ﾊﾞｯｸにつき語学の勉強をします｡当然語学力が必要な
ので福音教会の英語学校の夜学にも通いました｡当時､本多
庸一先生と出会い｢巧遅､拙速｣という｢速くて乱雑よりも遅
くてもいいからいいものにしなさい｣という教えを受けまし
た｡梅吉氏は米山家の藤三郎とは養子縁組になる話がありま
したが､全く縁を切っていました｡しかしｱﾒﾘｶ行きの気持が
固まったところで仲直りして謝罪をし､藤三郎の娘｢はる｣と
結婚の同意をし20歳でｱﾒﾘｶに旅立ちました｡梅吉氏はﾒｿｼﾞｽﾄ
派の伝道機関の援助で渡米しました｡この時たまたまｱﾒﾘｶに
いた本多庸一先生を訪ねて語り合っています｡ｽｸｰﾙﾎﾞｰｲと呼
ばれる教育制度を利用し､生活費を稼ぎながら勉強をし､賄
い付の部屋で､ﾊﾟｰﾄの仕事をしながら余暇に勉強する事を許
されました｡語学の為にﾍﾞﾙﾓﾝﾄ･ｱｶﾃﾞﾐｰに入学｡ｵﾊｲｵ州ｳｪｽﾚｱﾝ
大学､ﾆｭｰﾖｰｸ州ｼﾗｷｭｰｽ大学､そしてﾛﾁｪｽﾀｰ大学で政治学･法学
を学び学位を取得しました｡彼は8年間生活費を稼ぎながら
勉強したことでｱﾒﾘｶ人の生活様式を知ることができました｡



【第１４回 １０月１０日(木)】

＊委員会報告
①親睦移動例会の件 親睦活動委員会 濱田肇委員
②活動報告書の件 細谷和彦前年度幹事
③ＩＴの件 ＩＴ委員会 相馬 元委員長

＊卓話「不動産鑑定の活用について」
川崎中央ロータリークラブ 伊藤 弘志様

不動産鑑定の成立ちは土地価格の上昇が昭和40年代か
ら目立ち始めたので､法的な土地価格の評価を行うもの
即ち公示価格､収用価格を決め､税金を取るため､土地を
取り上げるため､金銭価値を作らなければいけないとい
うことで作られたものです。
最近は固定資産の時価評価などが主な業務です｡不動産
鑑定士の現況は制度制定から40年が経過し､有資格者が
8,000人を越え､小泉改革で公共事業が減少､公的業務が
著しく減少しました｡民間業務への転換､不動産鑑定士に
何が出来るか考えられてきた｡不動産鑑定士はもともと
お上の仕事｡ところが戦う鑑定士が出始めた｡標準価格､
地下価格､税金等下げたり上げたりすること､銀行との交
渉､借地権のついた不動産の地価評価の判定である｡法的
規格として不動産鑑定士がお役にたてるのではないか｡

不動産相続の問題点
課税標準額＝路線価×土地面積×原価率
路線価が問題で方位に関係なく全国一律である｡規模

(面積)と単価の関係は面積が広くなると単価は下がる｡
それにもかかわらず路線価×面積で出していいものか｡
500㎡以上で戸建て分譲の土地で適切に利用できる場合､
最大6割安くできる｡ﾏﾝｼｮﾝ用の土地はだめです｡
出来る場合と出来ない場合があるので鑑定士に相談し

て下さい｡相続の場合､敷地内に開発道路が必要です｡
これがいいのか悪いのか税務署は反論して来ます｡

(10/3）
斉藤正彦様(第2590地区米山選考委員長 川崎西RC)
米山月間に当たり卓話に参りました｡どうぞよろしくお
願い申し上げます｡
鈴木良一 斉藤様､本日は卓話を宜しくお願いします｡
三家 護 斉藤文男氏所長の東海道川崎宿交流館開所
式に出席しました｡盛大に行われました｡
菊池幸治 斉藤米山委員長様､本日の卓話楽しみです｡
三富末雄 10月は米山月間です｡斉藤正彦地区選考委員
長様､卓話をよろしくお願い致します。
(10/10)

伊藤弘志様(川崎中央RC）本日は卓話にお招きいただき
有難うございました｡皆様のお役に立つお話が出来るよ
う頑張ります｡
小川湧三様(川祭鷺沼RC)今日は10/25経営講演会の案内
に来ました｡お帰りにﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをお受取り下さい｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

出席報告

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

10月3日 30 29 20 9 69% 14 8 79%

10月10日 30 29 19 10 66% 7 5 93%

寄付報告

10/3 14 14,000 181,000 360,000 50%

10/10 16 16,000 197,000 360,000 55%

10/3 14 14,000 184,000 600,000 31%

10/10 16 16,000 200,000 600,000 33%

10/3 15 20,000 296,000 1,200,000 25%

10/10 18 24,000 320,000 1,200,000 27%

10/3 14 14,000 189,000 600,000 32%

10/10 15 15,000 204,000 600,000 34%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

これがいいのか悪いのか税務署は反論して来ます｡
この地域ではこれは売れませんと実証できるのは鑑定士
です｡しかし税務署にも鑑定士がいるので､実際には鑑定
士と鑑定士の戦いです｡
現物出資･配当評価額の適正化｡用途は住宅ﾏﾝｼｮﾝ築30

年､これを現状回復して地価の年額まで減価して現物配
当し節税出来ました｡
相続不動産の円滑な分割協議の支援｡例えば3人で土地分
割するような場合｡
収益不動産の投資支援､ﾏﾝｼｮﾝ建築の場合､賃料を高くす
るにはどうするか？初めから設計士と相談してｺｽﾄを最
低化して収益を上げる方法を考えて行く｡

不動産鑑定士と不動産会社の違い
鑑定士は依頼者の利益をどう上げるか､不動産会社は土
地の売買で利益を上げる。

に来ました｡お帰りにﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをお受取り下さい｡
鈴木良一 本日は伊藤様､卓話宜しくお願いします｡
小川様ご出席ありがとうございます｡
三家 護 10/10二ｹ領用水円筒分水の浄水装置の竹炭
交換が無事終了しました｡
佐藤哲夫 先日の原田氏と会員の皆様との食事会の残
金を寄付致します｡


