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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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和泉会長
手に手つないで
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【会長報告】
２０１８-１９年度ＲＩ会長に決定していたSam
F.Owori氏が１７日夜、手術後の合併症により
急逝されました。オオリ氏はウガンダ共和国
首都カンパラＲＣに１９７８年入会、
３９年の在籍。
次の候補を早急に決定するそうです。以下、
ライズリー会長メッセージ「親愛なるロータ
リアンの皆様へ 突然の悲報を受け、
ノラ夫人、
ご遺族ご友人の皆様に哀悼の意を捧げます。
オオリ氏は多くの意味で特別な存在でした。
このようなかたちで亡くなられた事はＲＣ、
オオリ氏の地元、世界にとって大きな損失で
あります。オオリ氏の人生を称える特別な計
画を立てており、詳細は追ってお知らせしま
す。後任に関する手続き、追悼基金について
は改めてご連絡させて頂きます。まずはいち
早く訃報をお知らせすべく本メッセージをお
送り致します。心を込めて。
」
【幹事報告】
８／２３補佐訪問例会終了後、パスト会長
会議。本日、例会後「九州北部豪雨災害」を
受けて臨時理事会を開催します。
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
新井君
土屋 崇副会長より１０万円のご寄付を本日
頂戴しました。ご予約頂いているお二人の方

にもご入金をお願いし、
財団と共に、
ガバナー
公式訪問の時に正式に発表します。
◎米山記念奨学生カウンセラー
川口君
２３（日）奨学生ザリさんと吉田（行）会員のお店
に伺い、浴衣をプレゼントして頂きました。
以前の留学生にも同様にされていたとの事。
ザリさんは大変喜んで、お父様に写真を送っ
ていました。８月に何回か浴衣を着る機会が
あるとの事で、吉田夫人に着付けも教わって
いました。有難うございました。
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長
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【Ｍ
Ｕ】
７／１８（日高）前島君
７／２４（新狭山）木川君、市川君、加藤君
７／２５（日高）山川君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・増島先生、本日は卓話よろしくお願いしま
す。
間邉君、小川君、土屋（崇）君
（日）山形天童インターハイ
・高２砲丸娘、
７／３０
頑張ります！ 応援お願いします。大野（康）君
・早退
細田（伴）君
本日計５，
０００円、累計額５２，
０００円。
◎２日例会当番は町田、中里（昌）会員です。

【卓
話】
講師紹介
吉澤プログラム委員長
増島クラブ奉仕委員長によるＰ．ハリスに
ついてのお話。今回で４回目となります。

ポール・ハリスの生涯 その３-２
飯能ＲＣ

増島宏徳会員

今日は
「森と湖に親しむ旬間」
（７／２１～３１）
。
Suomi
（フィンランド）
の作曲家ジャン・シベ
リウスはロータリアンでした。〔映像併用〕
“The Life and Times of Paul Percy
Harris”ポール・ハリスがＲＣを創設した
理由の一番は「淋しかった」という事です。
１８９６年２月２７日、
「５年間の愚行」
（１５種の
職業経験と９か国放浪）の後に開業。最初は
客も友達も少なく、毎晩エスニック料理店に
通って異文化に親しみ、日曜にはいろいろな
宗教の教会に出掛けた。しかし午後には教会
も終わってしまい、
「サンデー・アフタヌーン」
はミシガン湖の畔で、淋しさの極みだった。
ポールはバーモント大学時代、
（フリーメイ
ソンリーを真似た）
フラタニティ「ラムダイオ
タ」
に入会していた。銅像にペンキを塗った
事で他の３人と共に１年８か月で退学
（１９３３
年、
名誉回復）
。彼がフラタニティのノウハウ
を知っていたという事が２番目の理由。
最後のきっかけは１９００年、
ボブ・フランク
の家に行った時の事。シカゴ北部はまだ田舎
で、周りの人と楽しそうに挨拶を交わすボブ
の姿を見て、ポールは、自分の育った高原の
小さな町、ニューイングランドのバーモント
州ウォーリングフォードを思い出します。
皆、寛容で親しく話していた。シカゴでもそ
んな事をしたいと強く思います。
１９０５年２月２３日木曜日、マダム・ガリの
レストランで一番仲の良いシルベスター・シー
ルと食事をした後、
ノースディアボーン街１２７
番地ユニティービル７階７１１号室の鉱山技
師ガスターバス・ローアの部屋で、
４人で話し
合う。主にポールが「こういうものを創りたい
んだ」
と話し、
その夜、
「ＲＣ」が誕生します。
彼が創りたかったのは
「フラタニティ」
でし
た。
“Without”儀式・合言葉（秘密性を無くし
エルマー
たもの）
。
ハイラム Ｅ．ショーレー
（４２）
、洋服
屋。
会員No.４だったが、
すぐに辞め、入り直し
ヘンリー
た時
（１９０６年）
はNo.３６。
ガスターバス Ｈ．ロー
ア
（４０）
は２２～５３歳までフリーメイソンリー
パーシー
に所属。
「創立者」
ポール Ｐ．ハリス
（３６）
。
「初
代会長」親友の石炭商シルベスター・シール。
リーマン
そしてハリー Ｌ．ラグレス、
「初代幹事」ウィ
リアム・ジェンセン。
最初は誰一人として“Service”などとい
う事は考えていなかった。
１業種１人の実業
人・専門職の集まったクラブの目的は、食事
を共にする事、楽しい事をする事、友情を深
める事。名称が「ＲＣ」に決まる前は「ＦＦＦ
（Food,Fun,Fellowship）
クラブ」という案も

あった。初期ＲＣの
“Back-scratching”
（見返りを得るため
の行為、相互利益の
ための結託）を風刺
した作品
（１９０９年）
。
“Community Service”
が無ければＲＣは続
いていなかった。会
員No.３９のフレデリッ
ク・トゥイードが特許弁理士ドナルドカーター
に入会を薦めた時、入会拒否された事をきっ
かけに、定款
「３」
（シカゴ市の最大の利益を
推進し、
シカゴ市民としての誇りと忠誠心を
市民の間に広める）
が加えられ
（１９０７年）
、最
初の公衆トイレが完成します
（１９０９年）
。こ
の年、ポールは第３代会長になるのですが、
運営方法で文句を言われ、怒って任期途中で
退任。ハリー・ラグルス等
「親睦・互恵派」
が圧
倒的に多く、
「奉仕・拡大派」
は少数派でした。
この最初の分裂の危機は、会員No.１２８チェス
レー・ペリー
（１９０８年入会）
が「全米ロータリー
クラブ連合会」
の結成を呼びかけて終息します
（１９１０ 年 ）。１９１１ 年 に は 彼 は“ T h e
National Rotarian”を創刊（現在の“The
、チェスは、ポールからロータ
Rotarian”）
リーの“Builder”と呼ばれます。
（ポールは
“Founder”）
。
第２回大会はオレゴン州ポートランドで開
催され、
ここで２つのモットーが生まれます。
“He profits most who serves best”
（２０１０
年、
“One profits”に修正）
を作ったアーサー・
フレデリック・シェルドン、
“Service Above
Self”の基を作ったベンジャミン・フランクリ
ン・コリンズ。
「ロータリーの三賢者」の定義
はこの２人とチェスレー・ペリーです。
１９１２年、
ミネソタ州ダルースで開催された
大会で「国際ロータリークラブ連合会」に改
称。ポールは名誉会長となり一線から引退し
ます。ポールと日本には不思議な関連があり
ポールが生まれた１８６８年は明治元年、活動
を一時止めた１９１２年は大正元年、活動を再
開した１９２６年は昭和元年。
７８歳で亡くなっ
た１９４７年は、戦争で止めていたＲＣに復帰
するための「第１回日本復帰協議会」が開催
された年でした。
ライオンズクラブが１９１７年６月に誕生。
同年、アーチバルド・クーパー・クランフに
よって「ロータリー財団」
（の前身）が設立。
１９２２年、
「ＲＩ」
（国際ロータリー）に改称。
第２の分裂の危機は１９２３年。職業奉仕か社
会奉仕活動かで論争。これは「決議２３-３４」
（１９２３年に出来た３４項）
によって救われます。
最後に、ポールの言葉より「ロータリーの
発展にとって大事な事は、主義主張ではなく
行動力である。そしてその行動力は全人類の
最も輝かしいものである。兄弟愛（brotherhood）
の実現を目指すものである」
。
「フラタニティ」は男だけの会です。

