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桜の中央公園と天覧山
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第

例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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当 番 田辺君、土屋（崇）君

・点 鐘 山川会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・ビジター（所沢）根本克幸様
・四つのテスト斉唱 半田職業奉仕委員
・卓 話 増島宏徳会員
【会長報告】
神田康夫パスト会長、旭日双光章受章おめ
でとうございます。石井パスト会長が発起人
で祝う会。大勢の方にご出席頂きたい。
親睦旅行は親睦と職奉委員会により「春に
行っても安芸」
という素晴らしい行程が組まれ
初めて５０人からの出席だそうです。
大中小と中里（昌）パスト会長に作って頂いた
ロータリー旗。今日は国旗と同じ寸法のもの
を掲揚。その時々の対応をさせて頂きたい。
先日、中里（昌）、神田（康）パスト会長と私で
５０周年の時の演奏のＤＶＤを加治中にお届け。
先生もたいへん喜んでおられました。
事務局は商工会議所内のままとなりました。
新年度、会長が料金折衝を致します。
【幹事報告】
本日、第１２回理事会。前回議事録確認。６
５０周年実行委員長
月プログラム承認。中里（昌）
の報告。各界より大変好評で、
御礼の言葉を頂
いたとの事。国際奉仕委員会、寺子屋・環境保
全に１人１千円、
計５万９千円の支援を承認。
事務所は会議所２階
（会頭室）
。ライオンズ、
ＪＣも会議所に事務所を設置。コピー機は従
来通り使用可。７月に賃料改定。市立図書館
雑誌スポンサー制度に関する支援金、
年６万円。
５／３１（日）
６／２８（日）神田（康）会員褒章を祝う会。
竹田恒泰氏講演会（市民会館）
１５時。

５月ロータリーレート１ドル＝１１８円
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
大附君
親睦旅行１６・
１７日、
５７名の参加は過去最高。
（所沢ＲＣ）
根本様：ＪＴＢ法人営業川越支店営
業課長を務めています。
広島山口のご旅行、
見ど
ころ盛り沢山。
宮島では珍しく旅館は温泉。
添乗
高木。
一生懸命やらせて頂きます。
◎次年度幹事
土屋（崇）君
第１回役員理事会６／３例会終了後１３：４０
頃～。
「年度計画書」提出をよろしく。
矢島（巌）君
◎神田（康）会員の受章を祝う会
６／２８（日）１７時～。是非ご参加を。
◎５０周年式典について
矢島（巌）君
どなたか、立替払いの方は、事務局か吉島
会員まで一両日中にご報告お願いします。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
法定休日の例会取消の
ため修正はありません

【Ｍ
Ｕ】
（日高）中里（忠）君
４／２１
（日高）半田君
４／２８
５／１（狭山）沢辺君
【ＳＡＡ報告】
吉田（行）副ＳＡＡ
◎ニコニコＢＯＸ
・春の叙勲に際し旭日双光章を拝受しました。
また、
昨日は皇居で拝謁の栄誉を賜りました。
（康）
君
いろいろ有難うございました。
神田
・神田康夫さん旭日双光章受章おめでとうご

ざいます。
６／２８受章祝、
一所懸命、
発起人一
同ガンバります。
皆様もご参加よろしくお願い
します。
（発起人代表）
石井君、
（発起人）
福島君
（巌）君、山川君、新井君、大木君
矢島
・神田さんおめでとうございます。
小川君、髙橋君、間邉君、吉田（行）君
・増島先生、本日はよろしくお願いします。
小川君、髙橋君、間邉君
吉田（行）君、新井君、馬場君
・四女がお蔭様で結婚致しました。 沢辺君
・中３砲丸娘、
通信陸上予選自己ベスト１４ｍ
４８。
大野（康）君
・早退
土屋（良）君、山岸君、半田君
本日計３８，
０００円、累計額１，
０８８，
６３６円。
、
矢島（巌）会員です。
◎２０日例会当番は吉田（健）
【卓
話】
講師紹介

馬場出席委員長

ポール・ハリスの生い立ちから
ロータリー創立まで
飯能ＲＣ

増島宏徳会員

〔映像投影〕１９６１年、
第５２回ＲＩ年次大会の
記念切手です。ポール・パーシー・ハリス、
７８才
の生涯の前半をお話します。
自著『ＭＹ ＲＯＡＤ
ＴＯ ＲＯＴＡＲＹ』の３分の２は３才から過ご
したウォリングフォードの事が書いてある。
子どもの時の事というのは記憶の中でものす
ごく大きいのです。
五大湖の中で唯一全てが米国内にあるミシ
ガン湖は琵琶湖の８６倍。
ポールが生まれたラ
シーンとシカゴの間にエバンストン。ＲＣの
物語はこの湖の西岸で起こっていく。ラシー
ンでは灯台が観光地になっている。生家のプ
レート「５番街３１６番地」。母コーネリア・
ブライアン・ハリスは、市長だったヘンリー・
ブライアンの娘。シカゴで弁護士をしていた
ヘンリーはゴールドラッシュの時、サンフラ
ンシスコに行き、文無しになって帰って来て
ラシーンで市長になった人。その人にポール
は一番似ていると言われる。父ジョージ・ハ
ワード・ハリスは、甘やかされて育った人で
３度も経営難に陥り、子ども達を他所に預け
なければならなくなる。ポールが亡くなるの
は１９４７年１月２７日。墓碑には５日早い日付が
刻まれている。ライオンズに移った弟レジナ
ルドの墓標はポールが書いたものです。
１８６８
（明治元）
年４月１９日、
日曜日の生まれ。
ニューイングランドには英国と同じ地名が多
い。
３才のポールは兄セシルと、
父ジョージに
連れられ、汽船と汽車の長旅を経て、
１８７１年
７月の夜、
ウォリングフォード駅に到着する。
祖父ハワード・ハリスは固く握ったポールの
手を優しく握ってくれた。坂を上がって祖父
母の家に着く。
小さな家だったが１４室あった。
黒い瞳の小さなお婆さん、
祖母パメラ・ラスティ
ン・ハリスが「厚切りした温かいパンとピッチ
ャーに入ったミルクと山盛りのブルーベリー」
で迎えてくれ、食べた途端にお祖母さんのファ
ンになった。ウォリングフォードの有名なエ
ルフィン湖（昔はフォックス・ポンド）
。
「バーモ
ント」は仏語で「緑の山」の意。ポールの描い

た絵です。６才の頃は一
生懸命勉強していた。頭
は良いがいたずらっ子。
「この学校は曾祖父ジェー
ムズ・ラスティンが建て、
ＲＣの基本的な考えをこ
こで学んだ」という看板。
ウォリングフォードの誇り
なのです。
１４才の頃はリングリー
ダー
（悪ガキ）
だった。
〔一部、田中毅氏の著作
より引用〕ウォリングフォード中学、ラトラ
ンド高校を経て、
ラッドロウにあるブラック
リバー・アカデミーに入学しますが、
悪ふざけ
が昂じて一年で放校処分を受ける一方で、次
に入った陸軍士官学校バーモント・アカデミー
では抜群の成績を修めて無事卒業するという
両極端の道を歩む。１７才でバーモント大学
に入学するが、無実であったにもかかわらず、
持ち前の正義感から新入生に対する暴力事件
の責任をとった形で再び退学処分を受けるこ
とになる。
１９３３年に大学側はその処分に誤
りがあったことを認め改めて学位を授与する
という措置を講じたので、
この件に関するポー
ルの名誉は回復されたとは言えるものの、そ
の後の彼の人生に大きな影響を与えた事はま
ぎれもない事実。無実の罪だったので、
ここで
弁護士になる事を考えたのかもしれません。
祖父ハワードからひどく怒られたが、名門
プリンストン大学に入学。祖父はその後亡く
なりグリーンヒル墓地に埋葬される。祖母パ
メラから
「あなたは世の中の人に大きな借り
があります。一人前になった今、働いてその
お返しをしなければいけない」等と言われた
のか、すぐアイオワへ行く。途中、ロバート・
Ｍ・ジョンソンという１つ年上の人と一緒に
シカゴに寄り、街を見て回ります。プリンスト
ンの時にＮＹも見ていますが、シカゴで仕事
をする事に決めます。
「シカゴに魅せられた」
と
の事。ポールは人間が好きなのです。
祖母が亡くなり、卒業。ジャクソンビルの
ジョージ・クラークの会社で働いていた彼は
「金を出すからもっと居てくれ」とジョージ
から言われますが、
「私の人生を見つけるため
シカゴへ行く」
と言って、
シカゴで法律事務所
を開きます。
１９００年のある日、ポールは（弁
護士仲間の）
ボブ・フランクと食事をします。
友だちの居なかったポールはその時、フラン
クが地元のいろんな友だちとフランクに話を
しているのを目にします。それが「異業種で
楽しい会を創ろう」と決めた時でした。
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当 番

［担当委員会］

【四つのテスト】 山

岸 君
卓話「ＪＣで学んだもの」 吉田
（行）
君
田辺直也様［プログラム］
吉 澤 君
夜 間 例 会
安 藤 君
１８時～
［親睦活動］
【結婚・誕生日祝】 新 井 君
クラブ協議会
雨 間 君
［会長・幹事］
馬 場 君
クラブ協議会
藤 原 君
［会長・幹事］

（公社）飯能青年会議所 理事長

※次週の例会案内は省略。

