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【会長報告】
今日の文化新聞に、フィンランド駐日大使
来飯の記事が大きく載っておりました。いよ
いよムーミン・テーマパーク開設に向けて少
しずつ動き出しました。ロータリーとしても
何らかの形で協力していきたいと思います。
１５日、飯能駅での振込詐欺防止キャンペーン
に和泉会員と参加。
１５日は年金支給日との事。
ＲＬＩ研修受講証を小川、矢島（高）会員に
お渡しします
（拍手）
。
【幹事報告】
地区への出向役員の依頼が井埜ガバナーエ
レクトより来ています。
パスト会長はじめ幹事、
ＳＡＡ経験者にもお願いしたいとの事です。
【委員会報告】
◎会報・広報委員会
杉田君
地区からフラッグが届きました。イベント
時には盛大に広報したいと思います。

◎親睦活動委員会
本橋君
夜間例会、バスの往復も全てスムーズに終
了する事が出来ました。感謝申し上げます。
◎神田（敬）会員より会葬御礼
母の葬儀にご会葬賜り誠に有難うございま
した。一人ひとりにご挨拶申し上げるところ
この場を借りて御礼とさせて頂きます。
◎雑誌委員会
福島君
「友」
１０月号。
今月も例会について。
横組Ｐ８、
食事は例会までに済ませ、１時間フル活動と
いう川越ＲＣ。意外と便利な午後４時からの
例会等。
Ｐ２４、
ソウルの記事。縦組Ｐ４
「弘法大
師とロータリー」
「人間繁盛」の会社に。Ｐ２７、
草加中央ＲＣは１５年間でタイに消防車・救
急車を計１６台寄贈したそうです。
【出席報告】ＭＵなし

前島出席委員長
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【結婚・誕生日祝】
本橋親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
神田（敬）君、前島君
◇結婚記念日おめでとう
神田（敬）君、山岸君、小谷野君、吉澤君、
大附君、馬場君、平沼君、神田（康）君、
山川君、半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう
（忠）
君、
２
３市川
（昭）
君、
２
６塩野君
２藤原君、
２
１中里
◇夫人誕生日おめでとう
３塩野夫人、６大木夫人、７島田夫人
２６間邉夫人、２７雨間夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・昨日武球会シニアで優勝しました。細田吉
春先輩より頂きました大量なチョコレート
をニコニコボックスへ寄付します。田辺君
・ＲＣ後援の明治神宮崇敬会講演会、
多くの方
にご出席頂き有難うございました。 沢辺君
・増島先生、本日の卓話よろしくお願いします。
新井君
中里
（忠）
君、
塩野君
・誕生日祝い有難うございます。
（敬）
君
・結婚記念日祝い有難うございます。 神田
（康）
君、馬場君、大附君
間邉君、山川君、神田
半田君、吉澤君、小谷野君
・妻の誕生日祝い有難うございます。
塩野君、島田君、大木君、雨間君、間邉君
（敬）
君、
前島君
・入会記念有難うございます。神田
・過日、母の葬儀に会葬賜り有難うございま
した。
神田（敬）君
・早退
小谷野君、細田（伴）君、土屋（良）君
大崎君、大野（康）君
本日計８３，
０００円、累計額２９２，
０２２円。
、大崎会員です。
◎２８日例会当番は大野（康）
【卓
話】
講師紹介

中里（忠）プログラム委員長

ポール・パーシー・ハリスの生涯
飯能ＲＣ

増島宏徳会員

今日は、映画『バック・トゥ・ザ・フュー
チャーＰＡＲＴ２』
（１９８５年製作）のマシン
が降り立った、
３０年後の
「１０月２１日」。私は
逆に１００年位遡った、ロータリー誕生前後
のお話をしたいと思います。
〔映像併用〕
ポール・Ｐ・ハリスの、
母方の祖父ヘンリー・
ブライアンはアイリッシュ
（感情豊かで人懐こい
性格と言われる）
。ポールはこの人に似ている
と言われる。パターナル・サイド（父方）の血は
スコティッシュ。
ハワード・ハリスとパメラ・ラスティ
ン・ハリス。この祖父母の教育によってポール
はグッと変わる。
「時には重要だと考えた事も
たいした事ではなく消え失せる事が多いもの
である。しかしまたそれ程重要だと思わなか
ったもので、かえって他の事はどうでもよい
と思わせる極めて重要になるものもある。犠
牲、献身、名誉、真実、誠実、愛、これらの、良い、
旧式な家庭の素朴な特質である」
。スコティッ
シュはあまりこだわりのない合理的な性格。
ピルグリム・ファーザーズの血をポールは引いて
いると言われる。ニューイングランドの谷間の町
バーモントのウォリングフォード。３回行っ
たり来たりするが大学に行くまでずっとここ
で過ごし、人々の、
愛のある寛容な気持ちの中
で自由奔放に育つ。この思い出は一生涯、心
の中に残っていきます。バーモント大学内の
１８３６年に結成されたフラタニティ（中世後期
～近世のイングランドにおいて俗人によって自発的に形成
され宗教的機能をはじめとして様々な社会的機能を発揮し
た友愛の連帯組織。ラテン語で
「兄弟」
の意。男だけの団体）

「ラムダイオタ」に入った頃から顔つきが変わっ
てきます。このフラタニティが問題だったの
は、イルミナティ（バイエルンでＡ・ヴァイスハオプトが

創めた宗教団体。カトリックから
は異端とされた）からの勧誘

が行われていた事。当時
ほとんどのカレッジ・フラタ
ニティはフリーメイソンリー
を真似ていました。ラファ
イエット侯爵の銅像にペ
イントした事で仲間達４
人と退学。ポール自身は
やっていなかったが他の
人の名前を言わなかったと書いてある文献も
ある。１９３３年、無実の罪だという事で名誉回
復。体育学士、法学士を貰っている。ポールは
後に「あの時は無実だったけれども退学とい
う処分は正当だった」と言ったとの事。アイ
オワ大学で法学士を取り
（１８９１年）
、その後
ファイブ・イヤーズ・フォーリー（５年間の愚行）
の放浪の中で９か国１５種の職業を経験。そ
こでいろんな職業を尊重する事を覚え国際的
な意識ももった。５年間は無駄ではなかった。
そしてシカゴへ。
１８９６年、ホームシックに罹
る。
「ホーム」
とは家庭ではなく
「帰りたくなる
所」の事。ビジネス・フレンドは居てもソーシャ
ル・フレンドが居ない。１９３５年の来日時、
（ＲＣ
創設は）
「さびしかったからだ」と言ったとい
うのは有名な話。１９００年は「決心」した年だ
った。弁護士仲間ボブ・フランクの家で食事を
した後、町で出会ういろんな人達とボブが親
しく話すのを見て、
自分もそういう本当のソー
シャル・フレンドをつくりたいと決心し、クライア
ントの３人に相談します。ハリー・ラグレス
（印刷屋）
、ガスタバス・ローア（鉱山技師）
、シル
ベスター・シール（石炭商）
。
「自分の考えは正し
い、始めよう」と思ったのに何故すぐに始めず
「４、５年後」になったのか。ポールはハリー
と同じ年で大学出はこの２人だけ。ポールは
田舎育ちで内向的、ハリーは都会っ子で明る
い性格。そりが合わなかったので創立時の４
人には加えたくなかったというのがあります。本
当にＲＣが出来上がってくるのは３回目の例
会位ですが、その時は人数が多過ぎてやり直
したという話もある。ポールはフラタニティ
をつくりたかった。しかしそこからは儀式や
合言葉、機密性を排除し、代わりに、特定の
人のみということで
「１業種１人」
にし、イン
フォーマルなものにしようと考えた。
ポールとシルベスターはルームメイトでした。
ポールは彼の家の隣に引越し、
墓も隣にある。
、
２人はマダム・ガリの店
１９０５年２月２３日（木）
（イタリアンレストラン）でスパゲッティを食べます。
その日も寒い夜でした。
ノース・ディアボーン・スト
リート１２７番地ユニティ
・ビル７階にあるガスタバ
ス・ローアの事務所７１１号室には、
ガスとハイラム・
Ｅ・ショーレー
（洋服屋）
の２人が待っていました。
ハイラムは２２才から５３才で死ぬまでフリーメ
２人は早期にＲＣを辞めてしま
イソンだった。
います。シルベスター３５才、ポール３６才、ガス
４０才、ハイラム４２才。意外と皆さん若い時に
創ったわけですね。
ポールの結婚は４２才の時。
夫人はエジンバラ出身のジーン・トンプソン、
２８才。結婚の時の言葉は「こんなに話があ
るんなら僕たちは一生涯必要だね」だったそ
うです。

