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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか

２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト

真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

次回の卓話

2010年5月26日（水）

例会休会(定款第6条第1節)

2010年6月 2日(水)

「寄附講座とインターンシップ」

雪本 栄会員

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2740274027402740回回回回

2010201020102010年年年年5555月月月月19191919日日日日

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「みかんの花咲く丘」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ロータリーの歴史について」

亀井 茂会員



2010年5月12日 第2739回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客さまの紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話 「岩崎弥太郎と三菱の創業」

櫻井 昇会員

結婚記念日

会員数３９名 出席義務会員数３４名

５月１２日 出席会員２７名 79.41％

４月２１日 MUを加えて 91.18％

●5月の連休に息子の家族と共に熊本に行ってきました。

熊本城や阿蘇の連峰と草原を巡り、その麓にある

“風の丘 阿蘇 大野勝彦美術館”を訪れました。

彼は両手が無いのです。45歳の時、農作業をしてい

て農機具の事故でそれを失いました。両手があった時

は、周囲に対し「バカタレ」と散々言い放っていまし

た。両手を無くして、自分を見つめ、何かをしようと

した時、皆に支えられて生きている、両親や奥様、子

供さんの姿を思い浮かべると、感謝の気持ち“ありが

とう”が出発点となり、「書」「画」を描くようにな

り、遂に美術館を建て、北海道美瑛にも大野勝彦美術

館があります。こんな機会を持てたのは、中井秀典会

員が私に彼の書いた額を贈ってくれた事でした。

「ありがとう

夢は叶うもの 思い強ければ

人生 にこにこ笑顔で 無我夢中」

会員誕生日
(左)井上一男会員

(右)室田光重会員

福岡敏文会員

覚野博夫会員 皆見量政会員

櫻井新嗣会員 角家 篤会員

奥 藤喜雄会員

●例会臨時変更について

泉大津RC (詳細は事務局迄お問合わせください)

(当クラブ例会予定)

5月度例会

5月19日（水）例会・通常通り

5月26日（水）例会休会（定款）

6月度例会

6月 2日（水）例会・通常通り

6月 9日（水）例会・通常通り

6月16日（水）例会・通常通り

6月23日（水）振替休会

6月26日（土）新入会員歓迎会及岸和田RAC合同

夜間例会 於：岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

6月30日（水）例会（09－10年度最終例会）



「「「「岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎とととと三菱三菱三菱三菱のののの創業創業創業創業」」」」

櫻井櫻井櫻井櫻井 昇会員昇会員昇会員昇会員

弥太郎は土佐藩の家老・吉田東洋の小林塾の門

弟であったが、その東洋の甥が後藤象二郎であっ

た。一説によれば弥太郎が後藤の論文「貿易論」

を代作し、それを東洋が見抜いて弥太郎を呼び寄

せたというが、真偽は不明である。

後藤は、藩の直営商館として「開成館」を創設

する。弥太郎は、国産方下役に起用されたが、愚

劣な「御手洗商法」にあきれて辞職する。

ところが翌慶応3年、今度は否応なしに後藤に

再度ひっぱり出されてしまうのである。後藤は大

目付から参政へと出世していたが、吉田東洋暗殺

の首謀者である武市半平太を自刃に追い込んだ張

本人としてつけねらわれ、高知にいては身の危険

が多く、また長崎につくった「開成館」出張所

「土佐商会」が外国人商会と係争を起こしたので

長崎にでた。「土佐商会」はドイツ人のキネプル

商会からエンピール銃を千挺買入契約をしたが、

その値段が法外なものであることが判明したのだ

った。

後藤が出馬することになったとき、ジョン万次

郎を通訳として長崎に連れてゆくのである。問題

は解決したものの、結局三万両の借金が発生した。

後藤はその金を薩摩藩から引き出そうとして五大

友厚に相談したが、敏腕の五大に逆に四万両の汽

船を買わされてしまう。三万両の借金を解決しよ

うとして、逆に七万両工面せざるを得なくなって

しまった後藤は、さらにイギリス人オートルから

十八万両の借金をして埋め合わせる。まさに放漫

経営であった。長崎の「土佐商会」が約一年で支

出した額は四十万両以上といわれていて、宴会費

などは一日平均十両にのぼり、そして後藤は「丸

山」に入り浸りである。

このままでは「開成館」の、ひいては土佐藩財

政の命取りになる。後藤はその尻拭いのできる人

物を探し、弥太郎の大抜擢となり大いに活躍する

が、英人殺害事件のとばっちりで、弥太郎は土佐

商会の主任を辞めることになった。

その頃弥太郎は早く土佐に帰りたいと願うの

であるが、土佐ではなく京都へ向かう。後藤と

会い、竜馬の死後再び長崎に戻り、異例の出世

を遂げてしまうのである。

明治3年10月弥太郎は土佐屋善兵衛という名前

で「土佐開成社」を設立、まもなく「九十九商

会」と名前を変え、明治5年1月さらに「三ツ川

商会」と改称している。こう何度も名前を変え

ているのは、事業そのものがきわめて不安定な

証拠である。事業の中心は海援隊と同じく海上

輸送だった。この段階までは、土佐藩と弥太郎

個人との事業を折衷したような状態であったが、

藩そのものが明治4年7月の廃藩置県で県になっ

てしまうのだから、藩営企業といっても有名無

実である。

大蔵省の租税正（そぜいのかみ）だった渋沢

栄一は明治3年に三井と協力して「回漕会社」を

設立したが、これが翌年、明治政府と商業資本

が結合して「郵便蒸気汽船会社」と名を変える。

この会社は明治政府が商業資本と結合して絶

対主義権力を維持しようとする基本的な戦略の

一環なのであった。当然民間の弱小汽船会社は

このため容赦なく倒産させられるが、弥太郎は

頑張りぬく。明治6年留学中の弟、弥之助あてに

弥太郎はこんな手紙を書いている。

「只今、大蔵省ひいきの日本郵船蒸気汽船会社

と我が三ツ川商会と双方必死の角力なり」

だが、弥太郎が“前垂れ商法”に徹したのに対し

て、半官半民の郵便蒸気のほうは万時殿様商法

であった。「乗船を望む者は、当社に申し出、

相応の乗船賃金も支払い、便を乞うべし」など

といった調子だったから、三菱は小さくても負

けなかったのである。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ５月２８日（金）「未定」芳谷里佳会員

岸和田北ＲＣ ５月２５日（火）「方言について」谷川賢教会員

岸和田南ＲＣ ５月２７日（木）「未定」藤原周祐会員

MAY ～ JUNE ２０１０ ５月

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会「ﾛｰﾀﾘｰの歴

史について」亀井茂
会員

RAC例会

例会休会(定款) 近隣会長幹事会

(新旧)

RAC例会

例会「寄附講座とｲ

ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」雪本栄

会員

岸和田４RC会長幹

事会(新旧)

2010-11年度情報

規定委員長会議

例会「最近の薬物に

ついて」中田裕紀様

紹介:岡本桂四郎会

員
親睦旅行(～14日)

6 7 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 JUN.1 2 3 4 5

●岡本桂四郎会長

5月2日市民フェステイバルで岸和田RCの献血運動参

加御苦労様でした。

●櫻井昇会員

本日卓話を担当させて頂きます。

●室田光重会員

誕生日のお祝いありがとうございます。

●井上一男会員

5月8日誕生日を迎えて

●雪本栄会員

前回の例会を欠席しました。地区大会記念ゴルフ大

会で25位で商品をいただきました。

広報委員会 高松正剛委員長

●ロータリーの友「5月号」の是非お目通

し頂きたい記事の紹介をしました。


