
《ガバナー補佐訪問例会》

・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　  森  健二様

・卓　話　井花富男ガバナー補佐�

【会長報告】

　７／２３（土）地区社会奉仕部門セミナー（新狭

山）は森先生の「偲ぶ会」への協力のため欠席。

井花様より資料を頂きますので、東北のパス

トガバナーの講演内容について機会があれば

ご報告します。「偲ぶ会」では、橋本会員に実行

委員長、また、親睦活動委員を中心に１０名の方

に引き物の手伝いをお願いしました。森先生

のＲＣに対する思い等を考えますとお返しし

切れない部分もありますが少しは恩返し出来

たかなと思っております。私事ですが、森先生

には税理士会、ＲＣを通じ大変お世話になり

ました。印象深い事は、一度も文句を言われた

り、怒った顔はされなかった事です。一度だけ

首をかしげられたのは、毎年頂く鮎がたまた

ま小振りだった時。私は口には出しませんで

したが、先生も一瞬「何でへんな顔をしている

のかな」と感じられたのでしょう。でも、すぐ

ニコッと笑って「６匹しか獲れなかったよ。

でも、よっちゃんなんか、たった２匹だよ」

と付け加えられました。その時は知らなかっ

たのですが「よっちゃん」は正に想像した通

りの人でした。詳細は申し上げませんが…。

５回まで硬い例会が続きますが、来週も是非

今日以上の参加をお願いしたいと思います。

【幹事報告】

・地区より、フレッシュマン（３年未満の会員

　含む）の研修セミナーの案内。１０／８（土）智

　光山公園内・勤労福祉センター、１３：２０点鐘。

　該当の会員は出席をよろしくお願いします。

�・８／１０第３回役員会開催。案内を配付。�

・公式訪問には『年度計画書』を忘れずに。会

　長以下、前に座っているＳＡＡまでが制服、

　会員はクールビズでお願いします。�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・８／１１（木） 例会取止�

・８／１８（木） ８／６（土）納涼会へ振替�

・９／８（木）  ９／１０・１１会員旅行へ振替�

・９／２２（木） 例会取止�

◇新狭山ＲＣ�

・８／８（月）    納涼例会　四季の湯�

・８／１５（月） 例会取止（定款６―１）�

・８／２９（月） ガバナー補佐訪問�

・９／５（月）    ガバナー公式訪問�

・９／１９（月） 例会取止（敬老の日）�

◎（森会員）偲ぶ会へのお礼：森 健二様

　７／２３森和夫を偲ぶ会には沢山の方々にお

出で頂き本当に有難うございました。会の運

営も橋本委員長以下、本当に親身になって助

けて下さいました。「手

に手つないで　つくる友

の輪…」と、本当に困った

時に「友の輪」が我々を包

んでくれたのかなと思い

ます。森和夫は私の一番

の誇り、人柄に関しては

人後に落ちないのではと

思っておりました。６／３０

から１か月近く経ちますが父がまだ家に居る

気がします。取り急ぎ感謝の気持ちをお伝え

したくお邪魔させて頂きました。改めて御礼

申し上げます。有難うございました。

【委員会報告】

◎半田年度出席委員会　　　　　　小久保君

　昨年度の出席優良者を発表します。１００％

出席は１６名、９７％以上の出席［１回欠席］は

８名（ＢＯＸに記念品配付）。１００％出席の方

に記念品を贈呈します。安藤泰雄、新井景三、

橋本 茂、半田 武、和泉由起夫、神田敬文、

川口 浩、間邉元幸、前島宏之、中里昌平、

中里忠夫、大木重雄、杉田一昭、土屋良一、

田辺 實、小久保勝弘（敬称略）。過去５年間

８０％台だった年間出席率がお蔭様で９１％

に達しました。有難うございました。

◎飯能商工会議所　　　　　　　  矢島（巌）君

　恒例の日本商工会議所との合同セミナーを

８／２５・２６、伊香保・福一にて開催。大勢の

方のご参加を頂きたい。翌日のゴルフの申し

込みも受付けています。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

７／２６（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・過日２３日に行われました故森和夫様の偲

　ぶ会には大変お世話になりました。橋本君�

・井花さん、ようこそ！　よろしくお願い致

　します。　中里（昌）君、新井君、神田（康）君

　　　　　　　  北田君、吉島君、吉田（武）君

　　　　　　　　　　　  間邉君、土屋（崇）君�

・井花さん、ガバナー補佐職をお身体に気を

　つけて頑張って下さい。　　　  矢島（巌）君�

・過去５年間出来ませんでした年間出席率９０

　％以上になりました。メンバー皆様のご協力

　有難うございました。半田年度出席委員会�

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君�

本日計１１８，０００円、累計額１７０，５００円。

◎３日例会当番は前島会員、丸山会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　吉島会長

　Ｓ２１年１２月、狭山生まれ。早稲田大学第一

政治経済学部卒業後、ご自分の鉄工会社、ＡＩＵ

を経験され、現在（株）秀栄・代表取締役。ＲＣ歴

は１９８８年、新狭山ＲＣ入会。２００１―０２年度、

会長。翌年、米山奨学推進委員長。０３―０４年度、

米山奨学部門委員長。翌年、新世代部門委員長。

０５―０６年度、青少年交換副委員長。０７～１０

年度の３年間、地区広報記録委員長。昨年は

クラブ奉仕部門委員長。地区の委員長を長ら

くされＲＣに大変詳しい方です。趣味はゴルフ

と水泳だそうです。

　森先生の突然のご逝

去、心よりお悔やみ申

し上げさせて頂きます。

先生には地区の行事で

お会いして、本を頂戴

した事がございます。

男女の危うい関係を洒

脱に書かれた鮎の物語

で、素晴らしい本を頂

いたなという記憶がご

ざいます。

　飯能クラブには学校

時代の大先輩や学生時

代に麻雀等でお世話に

なった方々が居られ、

お里が知れております。

「偉そうな事を言うな」

とお叱りを受けそうです

が、役目柄ご勘弁頂きた

いと思っております。

〔以下、週報用原稿より〕

　例会に先立ち、吉島会

長、間邊幹事立合いの下、

関係書類を拝見させて頂

きました。５０周年に向け、

会員６０名を目標に、また、

職業の道徳基準を高め、ロータリーの原点・

一人ひとりの職業奉仕を通じて奉仕の輪を広

げる事、米山記念奨学生の積極的な受入れに

よる国際交流の推進、さらに２０１２年のバン

コックから２０１７年のアトランタまでの国際

大会の案内とその積極的な参加の呼びかけ等、

大変アグレッシブな活動を予定されている貴

クラブに心より敬服申し上げます。

　さて、来年は隣の第２７７０地区より田中作次

様がＲＩ会長となられます。そこで本日は、日

本人として米山梅吉の次にＲＩ理事となられ

た方について、その方と第２５７０地区との関

係についてお話させて頂きます。

　ポール・ハリスはフィリピンのマニラで開

かれた第５回太平洋地域大会に向かう途中、

サンフランシスコからハワイ経由で日本に立

ち寄りました。ロータリー創立７５周年に出さ

れた『The First Rotarian』（ジェイムス P．

ウォルシュ著、是恒正訳）には、ポール・ハリ

スの日本訪問について３頁位割かれています。

航海途中、嵐に見舞われ、４日も遅れて横浜に

着いたため滞在日程が詰まり、東京滞在はわ

ずか１泊２日、到着翌日には夜行列車で京都

に向かう強行軍。そのわずかな東京滞在中に

皆さんよくご存知の、帝国ホテルでの月桂樹

の記念植樹が行われました。そのことについ

ても触れられています。�

　その『The First Rotarian』には、サンフ

ランシスコからポール・ハリスと親しく同行

している日本人の記述がありました。

　その人は、外交官の後、弁護士となった方

で、時のクーリッジ米国大統領の信任も厚く、

ＵＳスチール等の米国企業の顧問弁護士でＲＩ

理事の、宮岡恒次郎という人でした。

　私はこの人物に大変興味を持ちました。「宮

岡」は当地に大変多い、しかも名門の方々の苗

字。所沢西ロータリークラブにも宮岡様がお

られます。あるいはと思い、「宮岡恒次郎」と

いう人をほんのさわりですが調べてみました。

　まず、宮岡恒次郎のロータリー歴。

　宮岡恒次郎は、東京ロータリークラブの創

立メンバーでした（職業分類：弁護士）。オー

ナー社長や大企業の役員、日銀理事、東京商

科大学（現・一橋大学）学長等、いわゆる大き

な組織の大御所の多い創立メンバーの中では

専門的職業の宮岡恒次郎と、他は建築家の二

人でした。彼は、米山梅吉に次いで日本人と

して２人目のＲＩ理事（１９３４―３５年度）を務

めた方で、日本のロータリアンで初めて国際

ロータリーの大会に出席しスピーチされた方

と言われています。�

　ルーツですが、竹中周則、禮の次男として

東京に生まれ、宮岡勘右衛門の養子となりま

した。今の東大法学部に入学し、途中休学し

て渡米したり、当時鎖国政策をとっていた朝

鮮が１８８２年に米朝修好通商条約を結んだ折

には、朝鮮の遣米使節団一行に米国から派遣

されたパーシヴァル・ロオウェルの秘書通訳

として随行したりしています。わずか１７歳で

した。復学後、外交官となりワシントン駐在

全権公使、ベルリン駐在公使等を務め、弁護

士となりました。�

　大森貝塚発掘で有名な米国人、エドワード・

モースや、日本美術に深い関心を寄せ、岡倉

天心と共に古寺の美術品保護や東京美術学校

設立に尽力した米国人、アーネスト・フェロノ

サの通訳をしたりして、大変親しかったそう

です。

　さて、彼と２５７０地区との関わりですが、

エドワード・モースとの関係から紐解いてい

けるのではないかと思います。

　モースは川越から吉見百穴を見学して熊谷

を訪れていますが、そのときに通訳として同

行したのが１４歳の宮岡恒次郎でした。モー

ス一行は熊谷にある恒次郎の実父宅に泊まり、

熊谷の寺の境内でモースは講演をしました。

１４歳の子が通訳という事で多くの人が興味

を持って集まりましたが、話は考古学。難解

で皆分からなかったそうです。

　モースの２度目の川越訪問では氷川神社の

山田宮司（当時）と会っています（現在の宮司

は川越ＲＣ会員）。この時もモースは宮岡恒次

郎と彼の兄と同行、川越市幸町で金物商を営

んでいた恒次郎の伯父の宮岡友次郎宅に一緒

に泊まっているそうです。そのお宅とは、川

越の亀屋（山崎様）の斜め前、昔の丸広側にある、

現在の宮岡刃物店さんではないかと推測しま

す。一行は川越の大きな製糸工場を見学した

という事で、さては石川ＰＧＤとの関係が？…

と胸をときめかせましたが、明治１５年です

と石川製糸工場もまだ無かったという事で、

大変残念でした。�この先はまだ調べておりま

せん。

　ここで皆さん疑問を持たれると思います。

何故こんなローティーンの子が英語を話せ、

明治の草創期に日本の文明開化を担った超一

流の外国人達と接触出来たのか？

　明治新政府は東京英語学校（後の第一高等

学校）を創設し、英語で授業を行います。宮岡

恒次郎は、米国留学時にモースと親しくなり、

モースと一緒に帰国して来た高峰秀夫（後の

東京高師［現・筑波大］校長、等）の家に書生と

して住み、そこから東京英語学校に通ってい

ました。モースと、モースの紹介で日本に来

たフェロノサ、朝鮮の遣米使節団に米国政府

一員として参加したパーシヴァル・ロオウェ

ルは、皆、友人としてつながりがあった訳です。

川越に住んでいた伯父、熊谷に住んでいた実

父…これらのキーワードから、ひょっとして

米山梅吉に続く、日本人として２人目のＲＩ

理事が、当地区から出ていたという事もあっ

たかもしれません。�

　ガバナー補佐訪問を終えると一息つけます。

もしご興味のある方がおられましたら、この

謎解きをご一緒にやってみませんか？

　日本のロータリーの草創期に、当地区に、

身近に、国際的なロータリアンがおられたか

も知れない事をご紹介させて頂き、卓話と致

します。有難うございました。

　さて、ポール・ハリスはシカゴで、自分の

育った環境とシカゴでの生活とのギャップか

らロータリーの活動を思いつきました。その

頃、日本では実に国力を挙げてロシアと戦っ

ておりました。４人の人が相寄って始められ

たロータリー。幾千万のロータリアンが知恵

を出し合い、試行錯誤を重ね、あらゆる文化、

習慣、宗教そして国境を越え世界に広がり、

今も変化し続けています。

　ポール･ハリスは「ロータリーは一人の人

間の霊感によって生まれたものでもなければ、

何人かの霊感によって出来たものでもない」

と述べています。ハロルド・トーマスの著し

た『ロータリー・モザイク』の序文に「ロー

タリーは合成物である。幾千万の献身的なロ

ータリアンの無数の寄与付加によって出来上

がったモザイク」のようなものだと記されて

います。ポール・ハリスの著作は極めて少なく、

うち１冊『ロータリーの道』も、子ども、青年時

代に多くを割かれ、ロータリーに関する自分

の事には多く触れていません。個人的な見解

ですが、ロータリーがここまで広がった原因

の１つは、ハリス自身も、初期の周りのロー

タリアンも、ハリスの神格化を望まなかった、

あるいは、しなかった事だと思います。ハリ

スも初期の周りのロータリアンも立派だった。

　最後の海軍大将と言われた親英米派の米内

光政、山本五十六の系統に属し、三国同盟、

日米開戦に猛反対、江田島の海軍兵学校校長

の時には、敵性語とみなされた英語の教育を

必須とした井上成美。彼について書かれた、

阿川弘之の小説『井上成美』には次のようなく

だりがあります。「晩年、東郷元帥をどう思う

かと人に問われて井上は、人間を神様にして

はいけません。神様は批判が出来ませんから

ね」。神格化されますと、あの方がこう言って

いたとかいう事で、気がつくとおかしなベク

トルの方向に行ってしまう事がよくあります。

　国際相互理解、援助等、偉大な貢献をした

人なのに、インターネットで「ポール」と検索

すると「ポール・マッカートニー」…。私もロー

タリーに入会するまで彼の名は知りませんで

した。ポール・ハリスの死後間もなくロンド

ンのセントポール大寺院で追悼ミサがあり、

司祭は聖書から「人に知られぬ者の如くなれ

ど人に知られ」と引用し追悼したそうです。

　話は変わりますが、学生時代、“サトイモ教

育論”というのを聞きました。私の出た大学

がマスプロ大学だったので、その言い訳だっ

たかもしれません。

　昔、サトイモの皮を剥く時、サトイモを樽に

入れて棒でかき回します。棒は教師あるいは

学校の建学精神。棒に触れる生徒もいれば棒

に触れない生徒もいる。しかし、卒業する時、

サトイモは皆、剥けて出てくる。ロータリー

クラブも同じような感じがします。棒の役割

を担うのはロータリーの普遍的価値か、先輩

会員か。いずれにしても、先輩会員が後輩に

背中を見せていく、その役割は重要となって

来ます。

　また、よく先輩会員から「昔は良かった。

昔は誰それさんが居て良く教えてくれた」「注

意してくれた」という話を聞きます。

　英語の「プレゼント」には「贈り物」と、

「現在」という意味があります。「現在」は「過去」

からの「贈り物」という事でプレゼントに「現在」

という“意味”があるそうです。

　以前、青少年交換を担当していた時、青少

年交換のＯＧ、ＯＢ組織であるＲＯＴＥＸの会

長に「１年間の素晴らしい体験で一回りも大

きく成長した今日があるのは、家族の方は素

より、ロータリアンの大きなサポートの結果、

つまり、皆さんからの『贈り物』なのです。

ですから、後から来る後輩のために、今度は

あなた方が『プレゼント』をしなければなら

ない。そうでないと後から続く人たちの道を

閉ざしてしまうことになりますよ」と話した

ことがあります。�

　是非、先輩ロータリアンの方には、良きロー

タリー、皆さんがエンジョイした素晴らしい

ロータリーライフを、ご自分だけに留める事

無く、続く後輩ロータリアンに「プレゼント」

して頂けましたらと思います。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 川口君、増島君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

曇

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５５名 ４９名５名 ８５．７１％８９．０９％ ８７．２８％

ガバナー補佐卓話

１１―１２　年度 第２５７０地区
 第３グループガバナー補佐 井花富男様（新狭山ＲＣ）

卓 話「 大 震 災 と 法 」

飯能ＲＣ 土屋良一会員

第２４５１　例会
８月１０日（２、水）
当番　中里（昌）君、中里（忠）君



《ガバナー補佐訪問例会》

・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　  森  健二様

・卓　話　井花富男ガバナー補佐�

【会長報告】

　７／２３（土）地区社会奉仕部門セミナー（新狭

山）は森先生の「偲ぶ会」への協力のため欠席。

井花様より資料を頂きますので、東北のパス

トガバナーの講演内容について機会があれば

ご報告します。「偲ぶ会」では、橋本会員に実行

委員長、また、親睦活動委員を中心に１０名の方

に引き物の手伝いをお願いしました。森先生

のＲＣに対する思い等を考えますとお返しし

切れない部分もありますが少しは恩返し出来

たかなと思っております。私事ですが、森先生

には税理士会、ＲＣを通じ大変お世話になり

ました。印象深い事は、一度も文句を言われた

り、怒った顔はされなかった事です。一度だけ

首をかしげられたのは、毎年頂く鮎がたまた

ま小振りだった時。私は口には出しませんで

したが、先生も一瞬「何でへんな顔をしている

のかな」と感じられたのでしょう。でも、すぐ

ニコッと笑って「６匹しか獲れなかったよ。

でも、よっちゃんなんか、たった２匹だよ」

と付け加えられました。その時は知らなかっ

たのですが「よっちゃん」は正に想像した通

りの人でした。詳細は申し上げませんが…。

５回まで硬い例会が続きますが、来週も是非

今日以上の参加をお願いしたいと思います。

【幹事報告】

・地区より、フレッシュマン（３年未満の会員

　含む）の研修セミナーの案内。１０／８（土）智

　光山公園内・勤労福祉センター、１３：２０点鐘。

　該当の会員は出席をよろしくお願いします。

�・８／１０第３回役員会開催。案内を配付。�

・公式訪問には『年度計画書』を忘れずに。会

　長以下、前に座っているＳＡＡまでが制服、

　会員はクールビズでお願いします。�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・８／１１（木） 例会取止�

・８／１８（木） ８／６（土）納涼会へ振替�

・９／８（木）  ９／１０・１１会員旅行へ振替�

・９／２２（木） 例会取止�

◇新狭山ＲＣ�

・８／８（月）    納涼例会　四季の湯�

・８／１５（月） 例会取止（定款６―１）�

・８／２９（月） ガバナー補佐訪問�

・９／５（月）    ガバナー公式訪問�

・９／１９（月） 例会取止（敬老の日）�

◎（森会員）偲ぶ会へのお礼：森 健二様

　７／２３森和夫を偲ぶ会には沢山の方々にお

出で頂き本当に有難うございました。会の運

営も橋本委員長以下、本当に親身になって助

けて下さいました。「手

に手つないで　つくる友

の輪…」と、本当に困った

時に「友の輪」が我々を包

んでくれたのかなと思い

ます。森和夫は私の一番

の誇り、人柄に関しては

人後に落ちないのではと

思っておりました。６／３０

から１か月近く経ちますが父がまだ家に居る

気がします。取り急ぎ感謝の気持ちをお伝え

したくお邪魔させて頂きました。改めて御礼

申し上げます。有難うございました。

【委員会報告】

◎半田年度出席委員会　　　　　　小久保君

　昨年度の出席優良者を発表します。１００％

出席は１６名、９７％以上の出席［１回欠席］は

８名（ＢＯＸに記念品配付）。１００％出席の方

に記念品を贈呈します。安藤泰雄、新井景三、

橋本 茂、半田 武、和泉由起夫、神田敬文、

川口 浩、間邉元幸、前島宏之、中里昌平、

中里忠夫、大木重雄、杉田一昭、土屋良一、

田辺 實、小久保勝弘（敬称略）。過去５年間

８０％台だった年間出席率がお蔭様で９１％

に達しました。有難うございました。

◎飯能商工会議所　　　　　　　  矢島（巌）君

　恒例の日本商工会議所との合同セミナーを

８／２５・２６、伊香保・福一にて開催。大勢の

方のご参加を頂きたい。翌日のゴルフの申し

込みも受付けています。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

７／２６（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・過日２３日に行われました故森和夫様の偲

　ぶ会には大変お世話になりました。橋本君�

・井花さん、ようこそ！　よろしくお願い致

　します。　中里（昌）君、新井君、神田（康）君

　　　　　　　  北田君、吉島君、吉田（武）君

　　　　　　　　　　　  間邉君、土屋（崇）君�

・井花さん、ガバナー補佐職をお身体に気を

　つけて頑張って下さい。　　　  矢島（巌）君�

・過去５年間出来ませんでした年間出席率９０

　％以上になりました。メンバー皆様のご協力

　有難うございました。半田年度出席委員会�

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君�

本日計１１８，０００円、累計額１７０，５００円。

◎３日例会当番は前島会員、丸山会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　吉島会長

　Ｓ２１年１２月、狭山生まれ。早稲田大学第一

政治経済学部卒業後、ご自分の鉄工会社、ＡＩＵ

を経験され、現在（株）秀栄・代表取締役。ＲＣ歴

は１９８８年、新狭山ＲＣ入会。２００１―０２年度、

会長。翌年、米山奨学推進委員長。０３―０４年度、

米山奨学部門委員長。翌年、新世代部門委員長。

０５―０６年度、青少年交換副委員長。０７～１０

年度の３年間、地区広報記録委員長。昨年は

クラブ奉仕部門委員長。地区の委員長を長ら

くされＲＣに大変詳しい方です。趣味はゴルフ

と水泳だそうです。

　森先生の突然のご逝

去、心よりお悔やみ申

し上げさせて頂きます。

先生には地区の行事で

お会いして、本を頂戴

した事がございます。

男女の危うい関係を洒

脱に書かれた鮎の物語

で、素晴らしい本を頂

いたなという記憶がご

ざいます。

　飯能クラブには学校

時代の大先輩や学生時

代に麻雀等でお世話に

なった方々が居られ、

お里が知れております。

「偉そうな事を言うな」

とお叱りを受けそうです

が、役目柄ご勘弁頂きた

いと思っております。

〔以下、週報用原稿より〕

　例会に先立ち、吉島会

長、間邊幹事立合いの下、

関係書類を拝見させて頂

きました。５０周年に向け、

会員６０名を目標に、また、

職業の道徳基準を高め、ロータリーの原点・

一人ひとりの職業奉仕を通じて奉仕の輪を広

げる事、米山記念奨学生の積極的な受入れに

よる国際交流の推進、さらに２０１２年のバン

コックから２０１７年のアトランタまでの国際

大会の案内とその積極的な参加の呼びかけ等、

大変アグレッシブな活動を予定されている貴

クラブに心より敬服申し上げます。

　さて、来年は隣の第２７７０地区より田中作次

様がＲＩ会長となられます。そこで本日は、日

本人として米山梅吉の次にＲＩ理事となられ

た方について、その方と第２５７０地区との関

係についてお話させて頂きます。

　ポール・ハリスはフィリピンのマニラで開

かれた第５回太平洋地域大会に向かう途中、

サンフランシスコからハワイ経由で日本に立

ち寄りました。ロータリー創立７５周年に出さ

れた『The First Rotarian』（ジェイムス P．

ウォルシュ著、是恒正訳）には、ポール・ハリ

スの日本訪問について３頁位割かれています。

航海途中、嵐に見舞われ、４日も遅れて横浜に

着いたため滞在日程が詰まり、東京滞在はわ

ずか１泊２日、到着翌日には夜行列車で京都

に向かう強行軍。そのわずかな東京滞在中に

皆さんよくご存知の、帝国ホテルでの月桂樹

の記念植樹が行われました。そのことについ

ても触れられています。�

　その『The First Rotarian』には、サンフ

ランシスコからポール・ハリスと親しく同行

している日本人の記述がありました。

　その人は、外交官の後、弁護士となった方

で、時のクーリッジ米国大統領の信任も厚く、

ＵＳスチール等の米国企業の顧問弁護士でＲＩ

理事の、宮岡恒次郎という人でした。

　私はこの人物に大変興味を持ちました。「宮

岡」は当地に大変多い、しかも名門の方々の苗

字。所沢西ロータリークラブにも宮岡様がお

られます。あるいはと思い、「宮岡恒次郎」と

いう人をほんのさわりですが調べてみました。

　まず、宮岡恒次郎のロータリー歴。

　宮岡恒次郎は、東京ロータリークラブの創

立メンバーでした（職業分類：弁護士）。オー

ナー社長や大企業の役員、日銀理事、東京商

科大学（現・一橋大学）学長等、いわゆる大き

な組織の大御所の多い創立メンバーの中では

専門的職業の宮岡恒次郎と、他は建築家の二

人でした。彼は、米山梅吉に次いで日本人と

して２人目のＲＩ理事（１９３４―３５年度）を務

めた方で、日本のロータリアンで初めて国際

ロータリーの大会に出席しスピーチされた方

と言われています。�

　ルーツですが、竹中周則、禮の次男として

東京に生まれ、宮岡勘右衛門の養子となりま

した。今の東大法学部に入学し、途中休学し

て渡米したり、当時鎖国政策をとっていた朝

鮮が１８８２年に米朝修好通商条約を結んだ折

には、朝鮮の遣米使節団一行に米国から派遣

されたパーシヴァル・ロオウェルの秘書通訳

として随行したりしています。わずか１７歳で

した。復学後、外交官となりワシントン駐在

全権公使、ベルリン駐在公使等を務め、弁護

士となりました。�

　大森貝塚発掘で有名な米国人、エドワード・

モースや、日本美術に深い関心を寄せ、岡倉

天心と共に古寺の美術品保護や東京美術学校

設立に尽力した米国人、アーネスト・フェロノ

サの通訳をしたりして、大変親しかったそう

です。

　さて、彼と２５７０地区との関わりですが、

エドワード・モースとの関係から紐解いてい

けるのではないかと思います。

　モースは川越から吉見百穴を見学して熊谷

を訪れていますが、そのときに通訳として同

行したのが１４歳の宮岡恒次郎でした。モー

ス一行は熊谷にある恒次郎の実父宅に泊まり、

熊谷の寺の境内でモースは講演をしました。

１４歳の子が通訳という事で多くの人が興味

を持って集まりましたが、話は考古学。難解

で皆分からなかったそうです。

　モースの２度目の川越訪問では氷川神社の

山田宮司（当時）と会っています（現在の宮司

は川越ＲＣ会員）。この時もモースは宮岡恒次

郎と彼の兄と同行、川越市幸町で金物商を営

んでいた恒次郎の伯父の宮岡友次郎宅に一緒

に泊まっているそうです。そのお宅とは、川

越の亀屋（山崎様）の斜め前、昔の丸広側にある、

現在の宮岡刃物店さんではないかと推測しま

す。一行は川越の大きな製糸工場を見学した

という事で、さては石川ＰＧＤとの関係が？…

と胸をときめかせましたが、明治１５年です

と石川製糸工場もまだ無かったという事で、

大変残念でした。�この先はまだ調べておりま

せん。

　ここで皆さん疑問を持たれると思います。

何故こんなローティーンの子が英語を話せ、

明治の草創期に日本の文明開化を担った超一

流の外国人達と接触出来たのか？

　明治新政府は東京英語学校（後の第一高等

学校）を創設し、英語で授業を行います。宮岡

恒次郎は、米国留学時にモースと親しくなり、

モースと一緒に帰国して来た高峰秀夫（後の

東京高師［現・筑波大］校長、等）の家に書生と

して住み、そこから東京英語学校に通ってい

ました。モースと、モースの紹介で日本に来

たフェロノサ、朝鮮の遣米使節団に米国政府

一員として参加したパーシヴァル・ロオウェ

ルは、皆、友人としてつながりがあった訳です。

川越に住んでいた伯父、熊谷に住んでいた実

父…これらのキーワードから、ひょっとして

米山梅吉に続く、日本人として２人目のＲＩ

理事が、当地区から出ていたという事もあっ

たかもしれません。�

　ガバナー補佐訪問を終えると一息つけます。

もしご興味のある方がおられましたら、この

謎解きをご一緒にやってみませんか？

　日本のロータリーの草創期に、当地区に、

身近に、国際的なロータリアンがおられたか

も知れない事をご紹介させて頂き、卓話と致

します。有難うございました。

　さて、ポール・ハリスはシカゴで、自分の

育った環境とシカゴでの生活とのギャップか

らロータリーの活動を思いつきました。その

頃、日本では実に国力を挙げてロシアと戦っ

ておりました。４人の人が相寄って始められ

たロータリー。幾千万のロータリアンが知恵

を出し合い、試行錯誤を重ね、あらゆる文化、

習慣、宗教そして国境を越え世界に広がり、

今も変化し続けています。

　ポール･ハリスは「ロータリーは一人の人

間の霊感によって生まれたものでもなければ、

何人かの霊感によって出来たものでもない」

と述べています。ハロルド・トーマスの著し

た『ロータリー・モザイク』の序文に「ロー

タリーは合成物である。幾千万の献身的なロ

ータリアンの無数の寄与付加によって出来上

がったモザイク」のようなものだと記されて

います。ポール・ハリスの著作は極めて少なく、

うち１冊『ロータリーの道』も、子ども、青年時

代に多くを割かれ、ロータリーに関する自分

の事には多く触れていません。個人的な見解

ですが、ロータリーがここまで広がった原因

の１つは、ハリス自身も、初期の周りのロー

タリアンも、ハリスの神格化を望まなかった、

あるいは、しなかった事だと思います。ハリ

スも初期の周りのロータリアンも立派だった。

　最後の海軍大将と言われた親英米派の米内

光政、山本五十六の系統に属し、三国同盟、

日米開戦に猛反対、江田島の海軍兵学校校長

の時には、敵性語とみなされた英語の教育を

必須とした井上成美。彼について書かれた、

阿川弘之の小説『井上成美』には次のようなく

だりがあります。「晩年、東郷元帥をどう思う

かと人に問われて井上は、人間を神様にして

はいけません。神様は批判が出来ませんから

ね」。神格化されますと、あの方がこう言って

いたとかいう事で、気がつくとおかしなベク

トルの方向に行ってしまう事がよくあります。

　国際相互理解、援助等、偉大な貢献をした

人なのに、インターネットで「ポール」と検索

すると「ポール・マッカートニー」…。私もロー

タリーに入会するまで彼の名は知りませんで

した。ポール・ハリスの死後間もなくロンド

ンのセントポール大寺院で追悼ミサがあり、

司祭は聖書から「人に知られぬ者の如くなれ

ど人に知られ」と引用し追悼したそうです。

　話は変わりますが、学生時代、“サトイモ教

育論”というのを聞きました。私の出た大学

がマスプロ大学だったので、その言い訳だっ

たかもしれません。

　昔、サトイモの皮を剥く時、サトイモを樽に

入れて棒でかき回します。棒は教師あるいは

学校の建学精神。棒に触れる生徒もいれば棒

に触れない生徒もいる。しかし、卒業する時、

サトイモは皆、剥けて出てくる。ロータリー

クラブも同じような感じがします。棒の役割

を担うのはロータリーの普遍的価値か、先輩

会員か。いずれにしても、先輩会員が後輩に

背中を見せていく、その役割は重要となって

来ます。

　また、よく先輩会員から「昔は良かった。

昔は誰それさんが居て良く教えてくれた」「注

意してくれた」という話を聞きます。

　英語の「プレゼント」には「贈り物」と、

「現在」という意味があります。「現在」は「過去」

からの「贈り物」という事でプレゼントに「現在」

という“意味”があるそうです。

　以前、青少年交換を担当していた時、青少

年交換のＯＧ、ＯＢ組織であるＲＯＴＥＸの会

長に「１年間の素晴らしい体験で一回りも大

きく成長した今日があるのは、家族の方は素

より、ロータリアンの大きなサポートの結果、

つまり、皆さんからの『贈り物』なのです。

ですから、後から来る後輩のために、今度は

あなた方が『プレゼント』をしなければなら

ない。そうでないと後から続く人たちの道を

閉ざしてしまうことになりますよ」と話した

ことがあります。�

　是非、先輩ロータリアンの方には、良きロー

タリー、皆さんがエンジョイした素晴らしい

ロータリーライフを、ご自分だけに留める事

無く、続く後輩ロータリアンに「プレゼント」

して頂けましたらと思います。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 川口君、増島君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

曇

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

ガバナー補佐卓話

１１―１２　年度 第２５７０地区
 第３グループガバナー補佐 井花富男様（新狭山ＲＣ）

卓 話「 大 震 災 と 法 」

飯能ＲＣ 土屋良一会員

第２４５１　例会
８月１０日（２、水）
当番　中里（昌）君、中里（忠）君



とお叱りを受けそうです

が、役目柄ご勘弁頂きた

いと思っております。

〔以下、週報用原稿より〕

　例会に先立ち、吉島会

長、間邊幹事立合いの下、

関係書類を拝見させて頂

きました。５０周年に向け、

会員６０名を目標に、また、

職業の道徳基準を高め、ロータリーの原点・

一人ひとりの職業奉仕を通じて奉仕の輪を広

げる事、米山記念奨学生の積極的な受入れに

よる国際交流の推進、さらに２０１２年のバン

コックから２０１７年のアトランタまでの国際

大会の案内とその積極的な参加の呼びかけ等、

大変アグレッシブな活動を予定されている貴

クラブに心より敬服申し上げます。

　さて、来年は隣の第２７７０地区より田中作次

様がＲＩ会長となられます。そこで本日は、日

本人として米山梅吉の次にＲＩ理事となられ

た方について、その方と第２５７０地区との関

係についてお話させて頂きます。

　ポール・ハリスはフィリピンのマニラで開

かれた第５回太平洋地域大会に向かう途中、

サンフランシスコからハワイ経由で日本に立

ち寄りました。ロータリー創立７５周年に出さ

れた　　　　　　　　　　　（ジェイムス P．

ウォルシュ著、是恒正訳）には、ポール・ハリ

スの日本訪問について３頁位割かれています。

航海途中、嵐に見舞われ、４日も遅れて横浜に

着いたため滞在日程が詰まり、東京滞在はわ

ずか１泊２日、到着翌日には夜行列車で京都

に向かう強行軍。そのわずかな東京滞在中に

皆さんよくご存知の、帝国ホテルでの月桂樹

の記念植樹が行われました。そのことについ

ても触れられています。�

　その　　　　　　　　　　　には、サンフ

ランシスコからポール・ハリスと親しく同行

している日本人の記述がありました。

　その人は、外交官の後、弁護士となった方

で、時のクーリッジ米国大統領の信任も厚く、

ＵＳスチール等の米国企業の顧問弁護士でＲＩ

理事の、宮岡恒次郎という人でした。

　私はこの人物に大変興味を持ちました。「宮

岡」は当地に大変多い、しかも名門の方々の苗

字。所沢西ロータリークラブにも宮岡様がお

られます。あるいはと思い、「宮岡恒次郎」と

いう人をほんのさわりですが調べてみました。

　まず、宮岡恒次郎のロータリー歴。

　宮岡恒次郎は、東京ロータリークラブの創

立メンバーでした（職業分類：弁護士）。オー

ナー社長や大企業の役員、日銀理事、東京商

科大学（現・一橋大学）学長等、いわゆる大き

な組織の大御所の多い創立メンバーの中では

専門的職業の宮岡恒次郎と、他は建築家の二

人でした。彼は、米山梅吉に次いで日本人と

して２人目のＲＩ理事（１９３４―３５年度）を務

めた方で、日本のロータリアンで初めて国際

ロータリーの大会に出席しスピーチされた方

と言われています。�

　ルーツですが、竹中周則、禮の次男として

東京に生まれ、宮岡勘右衛門の養子となりま

した。今の東大法学部に入学し、途中休学し

て渡米したり、当時鎖国政策をとっていた朝

鮮が１８８２年に米朝修好通商条約を結んだ折

には、朝鮮の遣米使節団一行に米国から派遣

されたパーシヴァル・ロオウェルの秘書通訳

として随行したりしています。わずか１７歳で

した。復学後、外交官となりワシントン駐在

全権公使、ベルリン駐在公使等を務め、弁護

士となりました。�

　大森貝塚発掘で有名な米国人、エドワード・

モースや、日本美術に深い関心を寄せ、岡倉

天心と共に古寺の美術品保護や東京美術学校

設立に尽力した米国人、アーネスト・フェロノ

サの通訳をしたりして、大変親しかったそう

です。

　さて、彼と２５７０地区との関わりですが、

エドワード・モースとの関係から紐解いてい

けるのではないかと思います。

　モースは川越から吉見百穴を見学して熊谷

を訪れていますが、そのときに通訳として同

行したのが１４歳の宮岡恒次郎でした。モー

ス一行は熊谷にある恒次郎の実父宅に泊まり、

熊谷の寺の境内でモースは講演をしました。

１４歳の子が通訳という事で多くの人が興味

を持って集まりましたが、話は考古学。難解

で皆分からなかったそうです。

　モースの２度目の川越訪問では氷川神社の

山田宮司（当時）と会っています（現在の宮司

は川越ＲＣ会員）。この時もモースは宮岡恒次

郎と彼の兄と同行、川越市幸町で金物商を営

んでいた恒次郎の伯父の宮岡友次郎宅に一緒

に泊まっているそうです。そのお宅とは、川

越の亀屋（山崎様）の斜め前、昔の丸広側にある、

現在の宮岡刃物店さんではないかと推測しま

す。一行は川越の大きな製糸工場を見学した

という事で、さては石川ＰＧＤとの関係が？…

と胸をときめかせましたが、明治１５年です

と石川製糸工場もまだ無かったという事で、

大変残念でした。�この先はまだ調べておりま

せん。

　ここで皆さん疑問を持たれると思います。

何故こんなローティーンの子が英語を話せ、

明治の草創期に日本の文明開化を担った超一

流の外国人達と接触出来たのか？

　明治新政府は東京英語学校（後の第一高等

学校）を創設し、英語で授業を行います。宮岡

恒次郎は、米国留学時にモースと親しくなり、

モースと一緒に帰国して来た高峰秀夫（後の

東京高師［現・筑波大］校長、等）の家に書生と

して住み、そこから東京英語学校に通ってい



《ガバナー補佐訪問例会》

・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　  森  健二様

・卓　話　井花富男ガバナー補佐�

【会長報告】

　７／２３（土）地区社会奉仕部門セミナー（新狭

山）は森先生の「偲ぶ会」への協力のため欠席。

井花様より資料を頂きますので、東北のパス

トガバナーの講演内容について機会があれば

ご報告します。「偲ぶ会」では、橋本会員に実行

委員長、また、親睦活動委員を中心に１０名の方

に引き物の手伝いをお願いしました。森先生

のＲＣに対する思い等を考えますとお返しし

切れない部分もありますが少しは恩返し出来

たかなと思っております。私事ですが、森先生

には税理士会、ＲＣを通じ大変お世話になり

ました。印象深い事は、一度も文句を言われた

り、怒った顔はされなかった事です。一度だけ

首をかしげられたのは、毎年頂く鮎がたまた

ま小振りだった時。私は口には出しませんで

したが、先生も一瞬「何でへんな顔をしている

のかな」と感じられたのでしょう。でも、すぐ

ニコッと笑って「６匹しか獲れなかったよ。

でも、よっちゃんなんか、たった２匹だよ」

と付け加えられました。その時は知らなかっ

たのですが「よっちゃん」は正に想像した通

りの人でした。詳細は申し上げませんが…。

５回まで硬い例会が続きますが、来週も是非

今日以上の参加をお願いしたいと思います。

【幹事報告】

・地区より、フレッシュマン（３年未満の会員

　含む）の研修セミナーの案内。１０／８（土）智

　光山公園内・勤労福祉センター、１３：２０点鐘。

　該当の会員は出席をよろしくお願いします。

�・８／１０第３回役員会開催。案内を配付。�

・公式訪問には『年度計画書』を忘れずに。会

　長以下、前に座っているＳＡＡまでが制服、

　会員はクールビズでお願いします。�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・８／１１（木） 例会取止�

・８／１８（木） ８／６（土）納涼会へ振替�

・９／８（木）  ９／１０・１１会員旅行へ振替�

・９／２２（木） 例会取止�

◇新狭山ＲＣ�

・８／８（月）    納涼例会　四季の湯�

・８／１５（月） 例会取止（定款６―１）�

・８／２９（月） ガバナー補佐訪問�

・９／５（月）    ガバナー公式訪問�

・９／１９（月） 例会取止（敬老の日）�

◎（森会員）偲ぶ会へのお礼：森 健二様

　７／２３森和夫を偲ぶ会には沢山の方々にお

出で頂き本当に有難うございました。会の運

営も橋本委員長以下、本当に親身になって助

けて下さいました。「手

に手つないで　つくる友

の輪…」と、本当に困った

時に「友の輪」が我々を包

んでくれたのかなと思い

ます。森和夫は私の一番

の誇り、人柄に関しては

人後に落ちないのではと

思っておりました。６／３０

から１か月近く経ちますが父がまだ家に居る

気がします。取り急ぎ感謝の気持ちをお伝え

したくお邪魔させて頂きました。改めて御礼

申し上げます。有難うございました。

【委員会報告】

◎半田年度出席委員会　　　　　　小久保君

　昨年度の出席優良者を発表します。１００％

出席は１６名、９７％以上の出席［１回欠席］は

８名（ＢＯＸに記念品配付）。１００％出席の方

に記念品を贈呈します。安藤泰雄、新井景三、

橋本 茂、半田 武、和泉由起夫、神田敬文、

川口 浩、間邉元幸、前島宏之、中里昌平、

中里忠夫、大木重雄、杉田一昭、土屋良一、

田辺 實、小久保勝弘（敬称略）。過去５年間

８０％台だった年間出席率がお蔭様で９１％

に達しました。有難うございました。

◎飯能商工会議所　　　　　　　  矢島（巌）君

　恒例の日本商工会議所との合同セミナーを

８／２５・２６、伊香保・福一にて開催。大勢の

方のご参加を頂きたい。翌日のゴルフの申し

込みも受付けています。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

７／２６（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・過日２３日に行われました故森和夫様の偲

　ぶ会には大変お世話になりました。橋本君�

・井花さん、ようこそ！　よろしくお願い致

　します。　中里（昌）君、新井君、神田（康）君

　　　　　　　  北田君、吉島君、吉田（武）君

　　　　　　　　　　　  間邉君、土屋（崇）君�

・井花さん、ガバナー補佐職をお身体に気を

　つけて頑張って下さい。　　　  矢島（巌）君�

・過去５年間出来ませんでした年間出席率９０

　％以上になりました。メンバー皆様のご協力

　有難うございました。半田年度出席委員会�

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君�

本日計１１８，０００円、累計額１７０，５００円。

◎３日例会当番は前島会員、丸山会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　吉島会長

　Ｓ２１年１２月、狭山生まれ。早稲田大学第一

政治経済学部卒業後、ご自分の鉄工会社、ＡＩＵ

を経験され、現在（株）秀栄・代表取締役。ＲＣ歴

は１９８８年、新狭山ＲＣ入会。２００１―０２年度、

会長。翌年、米山奨学推進委員長。０３―０４年度、

米山奨学部門委員長。翌年、新世代部門委員長。

０５―０６年度、青少年交換副委員長。０７～１０

年度の３年間、地区広報記録委員長。昨年は

クラブ奉仕部門委員長。地区の委員長を長ら

くされＲＣに大変詳しい方です。趣味はゴルフ

と水泳だそうです。

　森先生の突然のご逝

去、心よりお悔やみ申

し上げさせて頂きます。

先生には地区の行事で

お会いして、本を頂戴

した事がございます。

男女の危うい関係を洒

脱に書かれた鮎の物語

で、素晴らしい本を頂

いたなという記憶がご

ざいます。

　飯能クラブには学校

時代の大先輩や学生時

代に麻雀等でお世話に

なった方々が居られ、

お里が知れております。

「偉そうな事を言うな」

とお叱りを受けそうです

が、役目柄ご勘弁頂きた

いと思っております。

〔以下、週報用原稿より〕

　例会に先立ち、吉島会

長、間邊幹事立合いの下、

関係書類を拝見させて頂

きました。５０周年に向け、

会員６０名を目標に、また、

職業の道徳基準を高め、ロータリーの原点・

一人ひとりの職業奉仕を通じて奉仕の輪を広

げる事、米山記念奨学生の積極的な受入れに

よる国際交流の推進、さらに２０１２年のバン

コックから２０１７年のアトランタまでの国際

大会の案内とその積極的な参加の呼びかけ等、

大変アグレッシブな活動を予定されている貴

クラブに心より敬服申し上げます。

　さて、来年は隣の第２７７０地区より田中作次

様がＲＩ会長となられます。そこで本日は、日

本人として米山梅吉の次にＲＩ理事となられ

た方について、その方と第２５７０地区との関

係についてお話させて頂きます。

　ポール・ハリスはフィリピンのマニラで開

かれた第５回太平洋地域大会に向かう途中、

サンフランシスコからハワイ経由で日本に立

ち寄りました。ロータリー創立７５周年に出さ

れた『The First Rotarian』（ジェイムス P．

ウォルシュ著、是恒正訳）には、ポール・ハリ

スの日本訪問について３頁位割かれています。

航海途中、嵐に見舞われ、４日も遅れて横浜に

着いたため滞在日程が詰まり、東京滞在はわ

ずか１泊２日、到着翌日には夜行列車で京都

に向かう強行軍。そのわずかな東京滞在中に

皆さんよくご存知の、帝国ホテルでの月桂樹

の記念植樹が行われました。そのことについ

ても触れられています。�

　その『The First Rotarian』には、サンフ

ランシスコからポール・ハリスと親しく同行

している日本人の記述がありました。

　その人は、外交官の後、弁護士となった方

で、時のクーリッジ米国大統領の信任も厚く、

ＵＳスチール等の米国企業の顧問弁護士でＲＩ

理事の、宮岡恒次郎という人でした。

　私はこの人物に大変興味を持ちました。「宮

岡」は当地に大変多い、しかも名門の方々の苗

字。所沢西ロータリークラブにも宮岡様がお

られます。あるいはと思い、「宮岡恒次郎」と

いう人をほんのさわりですが調べてみました。

　まず、宮岡恒次郎のロータリー歴。

　宮岡恒次郎は、東京ロータリークラブの創

立メンバーでした（職業分類：弁護士）。オー

ナー社長や大企業の役員、日銀理事、東京商

科大学（現・一橋大学）学長等、いわゆる大き

な組織の大御所の多い創立メンバーの中では

専門的職業の宮岡恒次郎と、他は建築家の二

人でした。彼は、米山梅吉に次いで日本人と

して２人目のＲＩ理事（１９３４―３５年度）を務

めた方で、日本のロータリアンで初めて国際

ロータリーの大会に出席しスピーチされた方

と言われています。�

　ルーツですが、竹中周則、禮の次男として

東京に生まれ、宮岡勘右衛門の養子となりま

した。今の東大法学部に入学し、途中休学し

て渡米したり、当時鎖国政策をとっていた朝

鮮が１８８２年に米朝修好通商条約を結んだ折

には、朝鮮の遣米使節団一行に米国から派遣

されたパーシヴァル・ロオウェルの秘書通訳

として随行したりしています。わずか１７歳で

した。復学後、外交官となりワシントン駐在

全権公使、ベルリン駐在公使等を務め、弁護

士となりました。�

　大森貝塚発掘で有名な米国人、エドワード・

モースや、日本美術に深い関心を寄せ、岡倉

天心と共に古寺の美術品保護や東京美術学校

設立に尽力した米国人、アーネスト・フェロノ

サの通訳をしたりして、大変親しかったそう

です。

　さて、彼と２５７０地区との関わりですが、

エドワード・モースとの関係から紐解いてい

けるのではないかと思います。

　モースは川越から吉見百穴を見学して熊谷

を訪れていますが、そのときに通訳として同

行したのが１４歳の宮岡恒次郎でした。モー

ス一行は熊谷にある恒次郎の実父宅に泊まり、

熊谷の寺の境内でモースは講演をしました。

１４歳の子が通訳という事で多くの人が興味

を持って集まりましたが、話は考古学。難解

で皆分からなかったそうです。

　モースの２度目の川越訪問では氷川神社の

山田宮司（当時）と会っています（現在の宮司

は川越ＲＣ会員）。この時もモースは宮岡恒次

郎と彼の兄と同行、川越市幸町で金物商を営

んでいた恒次郎の伯父の宮岡友次郎宅に一緒

に泊まっているそうです。そのお宅とは、川

越の亀屋（山崎様）の斜め前、昔の丸広側にある、

現在の宮岡刃物店さんではないかと推測しま

す。一行は川越の大きな製糸工場を見学した

という事で、さては石川ＰＧＤとの関係が？…

と胸をときめかせましたが、明治１５年です

と石川製糸工場もまだ無かったという事で、

大変残念でした。�この先はまだ調べておりま

せん。

　ここで皆さん疑問を持たれると思います。

何故こんなローティーンの子が英語を話せ、

明治の草創期に日本の文明開化を担った超一

流の外国人達と接触出来たのか？

　明治新政府は東京英語学校（後の第一高等

学校）を創設し、英語で授業を行います。宮岡

恒次郎は、米国留学時にモースと親しくなり、

モースと一緒に帰国して来た高峰秀夫（後の

東京高師［現・筑波大］校長、等）の家に書生と

して住み、そこから東京英語学校に通ってい

ました。モースと、モースの紹介で日本に来

たフェロノサ、朝鮮の遣米使節団に米国政府

一員として参加したパーシヴァル・ロオウェ

ルは、皆、友人としてつながりがあった訳です。

川越に住んでいた伯父、熊谷に住んでいた実

父…これらのキーワードから、ひょっとして

米山梅吉に続く、日本人として２人目のＲＩ

理事が、当地区から出ていたという事もあっ

たかもしれません。�

　ガバナー補佐訪問を終えると一息つけます。

もしご興味のある方がおられましたら、この

謎解きをご一緒にやってみませんか？

　日本のロータリーの草創期に、当地区に、

身近に、国際的なロータリアンがおられたか

も知れない事をご紹介させて頂き、卓話と致

します。有難うございました。

　さて、ポール・ハリスはシカゴで、自分の

育った環境とシカゴでの生活とのギャップか

らロータリーの活動を思いつきました。その

頃、日本では実に国力を挙げてロシアと戦っ

ておりました。４人の人が相寄って始められ

たロータリー。幾千万のロータリアンが知恵

を出し合い、試行錯誤を重ね、あらゆる文化、

習慣、宗教そして国境を越え世界に広がり、

今も変化し続けています。

　ポール･ハリスは「ロータリーは一人の人

間の霊感によって生まれたものでもなければ、

何人かの霊感によって出来たものでもない」

と述べています。ハロルド・トーマスの著し

た『ロータリー・モザイク』の序文に「ロー

タリーは合成物である。幾千万の献身的なロ

ータリアンの無数の寄与付加によって出来上

がったモザイク」のようなものだと記されて

います。ポール・ハリスの著作は極めて少なく、

うち１冊『ロータリーの道』も、子ども、青年時

代に多くを割かれ、ロータリーに関する自分

の事には多く触れていません。個人的な見解

ですが、ロータリーがここまで広がった原因

の１つは、ハリス自身も、初期の周りのロー

タリアンも、ハリスの神格化を望まなかった、

あるいは、しなかった事だと思います。ハリ

スも初期の周りのロータリアンも立派だった。

　最後の海軍大将と言われた親英米派の米内

光政、山本五十六の系統に属し、三国同盟、

日米開戦に猛反対、江田島の海軍兵学校校長

の時には、敵性語とみなされた英語の教育を

必須とした井上成美。彼について書かれた、

阿川弘之の小説『井上成美』には次のようなく

だりがあります。「晩年、東郷元帥をどう思う

かと人に問われて井上は、人間を神様にして

はいけません。神様は批判が出来ませんから

ね」。神格化されますと、あの方がこう言って

いたとかいう事で、気がつくとおかしなベク

トルの方向に行ってしまう事がよくあります。

　国際相互理解、援助等、偉大な貢献をした

人なのに、インターネットで「ポール」と検索

すると「ポール・マッカートニー」…。私もロー

タリーに入会するまで彼の名は知りませんで

した。ポール・ハリスの死後間もなくロンド

ンのセントポール大寺院で追悼ミサがあり、

司祭は聖書から「人に知られぬ者の如くなれ

ど人に知られ」と引用し追悼したそうです。

　話は変わりますが、学生時代、“サトイモ教

育論”というのを聞きました。私の出た大学

がマスプロ大学だったので、その言い訳だっ

たかもしれません。

　昔、サトイモの皮を剥く時、サトイモを樽に

入れて棒でかき回します。棒は教師あるいは

学校の建学精神。棒に触れる生徒もいれば棒

に触れない生徒もいる。しかし、卒業する時、

サトイモは皆、剥けて出てくる。ロータリー

クラブも同じような感じがします。棒の役割

を担うのはロータリーの普遍的価値か、先輩

会員か。いずれにしても、先輩会員が後輩に

背中を見せていく、その役割は重要となって

来ます。

　また、よく先輩会員から「昔は良かった。

昔は誰それさんが居て良く教えてくれた」「注

意してくれた」という話を聞きます。

　英語の「プレゼント」には「贈り物」と、

「現在」という意味があります。「現在」は「過去」

からの「贈り物」という事でプレゼントに「現在」

という“意味”があるそうです。

　以前、青少年交換を担当していた時、青少

年交換のＯＧ、ＯＢ組織であるＲＯＴＥＸの会

長に「１年間の素晴らしい体験で一回りも大

きく成長した今日があるのは、家族の方は素

より、ロータリアンの大きなサポートの結果、

つまり、皆さんからの『贈り物』なのです。

ですから、後から来る後輩のために、今度は

あなた方が『プレゼント』をしなければなら

ない。そうでないと後から続く人たちの道を

閉ざしてしまうことになりますよ」と話した

ことがあります。�

　是非、先輩ロータリアンの方には、良きロー

タリー、皆さんがエンジョイした素晴らしい

ロータリーライフを、ご自分だけに留める事

無く、続く後輩ロータリアンに「プレゼント」

して頂けましたらと思います。
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