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2015-2016 年度

国際ロータリーテーマ

【世界へのプレゼントになろう】
2015-2016 年度国際ロータリー会長

Ｋ . Ｒ . ラビンドラン
ガバナーテーマ

【もっとロータリーを楽しみましょう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー
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【ロ ー タ リ ー 親 睦 活 動 月 間】
◎起
立
板倉ＳＡＡ
◎友情の握手
板倉ＳＡＡ
◎開 会 宣 言
板倉ＳＡＡ
ロータリーソング （四つのテスト）
◎ゲスト紹介
帯広百年記念館 学芸員
大和田 努
2500地区第６分区ガバナー補佐 白石 征之

様
様

◎６月結婚記念日を迎える会員
馬渕 輝昭 会員 S49.6.13
高橋 克弘 会員 S49.6.23
大塚 正昭 会員 S50.6.28
吉村
学 会員 S53.6. ４
伊豆倉寿信 会員 H 2.6.11
井上
理 会員 H 9.6. ６
◎６月誕生日を迎える会員
泉 吉太郎 会員 S13.6.12
越浦
豊 会員 S50.6. ６
◎バースデーソング
ＳＡＡ
◎乾杯
加藤雄樹会員
◎会食

会長挨拶

年間であったろうと思うとき、心よ
り、ご苦労さまとお伝えし、東ロー
タリークラブを代表して、ねぎらい
の気持ちを表したいと思います。
本当に、ご苦労さまでした。ただ、
あと少し残っていますので、よろし
くお願い致します。
そして、本日は、帯広百年記念館より、当クラブの西
藤会員の甥っ子でもあります、大和田努学芸員を講師と
してお招きしての講師例会でもあります。
大和田学芸員は、先日の北海道新聞の記事によれば、
「これまで、英雄視されてきた晩成社には、日本史学な
メスが入ってこなかったので、依田勉三らの日記や手紙
などを基にして、その実像をひもといていきたい」
とする、
お考えをお持ちの、新進気鋭の研究者であります。
その若い学芸員が、今から133年前（明治16年：1883年）
にこの十勝オべリべリに定住者として初めて鍬を入れた
晩成社一行をどう語るか、興味津々であります。
大和田学芸員には、今日の例会は、職業奉仕委員会が
担当する例会だから、
「晩成社」は、企業であるとの観点
からお話しをして欲しいと、事前に、相当無理なお願い
をしているところでもあります。楽しみにしたいと思っ
ています。
最後になりますが、ラビンドランＲＩ会長は、今月号
の「ロータリーの友」の中で、
『炎の壁』という言葉を使って、
ロータリーの「奉仕の姿」を語っています。含蓄のある、
世界に通用するメッセージとして拝見したところであり
ます。
みなさんも、ぜひ、ご一読いただきますよう、お願い
申し上げまして、会長挨拶と致します。
ありがとうございました。

会務報告

上野会長

みなさん、今日は。本日は、白岩ガバナー補佐と、水
戸部セクレタリーをお迎えしての例会となりました。
白岩ガバナー補佐におかれましては、誠にお忙しい１

①帯広東ＲＣ 次年度第２回クラブ
協議会
平成28年６月14日（火）
午後６時30分
ホテル日航ノースランド
②帯広東ＲＣ 年度末最終夜間例会
平成28年６月28日（火）午後６時30分
ホテル日航ノースランド
◎ゲスト挨拶

加藤昭治幹事

2500地区第６分区ガバナー補佐
白石 征之 様

毅加藤昭治幹事 白岩ガバナー補佐 １年間 ご苦労様
でした。
毅板倉会員 いよいよ上野内閣も終盤です。

◎委員会報告

プログラム
ニコニコ献金

大池親睦活動委員

【５月31日分】
毅上野会長 任期切れ間近になり、新
入会員の話題が具体的になってきて
います。嬉しい限りです。ありがと
うございます。ニコニコします。
毅高橋副会長 仙台・山形（鶴岡）楽し
い旅行でした。上野会長に感謝して
ニコニコします。
毅益子副会長 楽しい山形旅行、ありがとうございまし
た。そして、ゴルフコンペ３位入賞おめでとうござい
ます。
毅加藤昭治幹事 先般、帯広東ロータリークラブ、東北
文芸の旅にいってきました。
毅森会員 上野会長お疲れ様です。ニコニコします。あ
りがとうございます。
毅西藤会員 ニコニコ献金100万円達成記念になれば幸
いです。
毅大塚会員 18日から21日、３泊４日山形、上野会長の
故郷を訪れての旅、新緑いっぱいの楽しい旅でした。
毅石川会長ノミニー 先日の５ＲＣゴルフ参加の皆様、
お疲れ様でした。東クラブがまさかの団体戦３位
びっくりです。
毅齊藤会員 新会員、及川君を宜しくお願い致します。
毅高田会長エレクト 山形への旅行、婦夫で大変お世話
になりました。緑がきれいでした。
毅曽根会員 仙台、山形 大人の修学旅行 楽しかった
です。上野会長、ありがとうございました。
毅内山会員 誕生祝い ありがとうございます。
毅西田会員 及川君の入会を心より歓迎いたします。末
永くお付き合い お願いします。
毅城戸会員 及川さんの新入会をお祝いしてニコニコし
ます。及川さん がんばって下さい。
毅古川直也会員 ニコニコ目標達成 おめでとうござい
ます。
（山形）で
毅古川直也会員 先週は上野会長が団長の旅行
した。写真どうもありがとうございました。
“なんぜんじ”
毅池田会員 先日の山形 楽しかったです。
おいしかったです。
毅加藤武志会員 目標達成 ありがとうございました。
毅及川会員 帯広東ＲＣ 入会させて頂きありがとうご
ざいます。お世話になります。よろしくお願い致しま
す。
【本日分】
毅上野会長 白岩ガバナー補佐のご苦労に感謝して、ニ
コニコします。ありがとうございました。
毅高橋副会長 白岩ガバナー補佐 １年間ご苦労様でした。

【十勝初の職業人―資料から見る
晩成社・鈴木銃太郎】
帯広100年記念館

学芸員

大和田

努

様

鈴木銃太郎「開拓意見書」
は明治29年９月、晩成社の
中心人物、依田佐二平の十
勝視察に乗じての提出。佐
二平の帯広滞在が９月１日
～５日。この間、銃太郎は
ほぼ毎日佐二平のもとを訪
れ、談話している。この「意見書」
が容れられず、９月28
日に銃太郎は晩成社を辞任している。晩成社では移民が
生活して行けるよう、農機具や生活具を社の側でそろえ
て有償で与えていた。諸物品は現金に換算され、その利
子が100円につき15円だった。労働者にとっては、借金
をして道具をそろえたことになる。銃太郎自身も、こう
した物品を社から提供されており、三百円ほどの借金が
あったという。これでは、社で働く小作人はいつまでた
っても自由の民になれない。だから働いていても張り合
いがないのだ。ではどうすべきなのか？
銃太郎の考えは①晩成社規則の改正 ②「北海道土地
払下規則」
（明治19年制定）の有効な活用法で道庁の政策
は「貧民を植えずして、富民を植える」
政策と考えていた。
晩成社はその政策に便乗し、そこから社内で貧乏な移民
を引き受けるべき。そうすることで、移民たちに政府の
保護が届く。晩成社は政府の政策と移民とを取り次ぐ立
場でなくてはならない。後世の歴史においても、この時
期に道庁は移民１人１人を保護する直接保護政策から、
本州の資本家に開拓の期待を寄せる間接保護政策に切り
替えた。晩成社の職員（銃太郎ら幹事）は、社員（小作人）
に対して、しっかりと指導する立場にある。その職員を
厚遇しないと社員に対しての指導が出来なくなり、社の
権威も低下する。銃太郎は当時の法律事情・道庁の意向
に通暁し、小作人に「張り合い」出るためには、どうした
らいいのかを幹部として晩成社に訴えた。また、小作人
が晩成社で働く以外の生計の建て方をも見通していた。
勉三は殖産興業を目指すための北海道開拓を目指し、
銃太郎はまず生計を立てることが主眼の立場の差異があ
った。
◎閉会宣言
◎点
鐘

次週プログラム
６月14日（火）プログラム委員会
「新入会員卓話」 大池 梨華 会員

板倉
上野

ＳＡＡ
会 長

