
・点　鐘　土屋会長
・ソング　君が代 奉仕の理想 四つのテスト
・卓　話　増島宏徳会員

【会長報告】
 １１／９（土）Ｕ－１０サッカー大会の同日「飯能市
フィンランド協会」設立記念式典が市民会館
でございます。１０／２５「飯能市国際交流協会」

（中里（昌）パスト会長の息子さんが会長）の総会
で設立、初代会長に和泉パスト会長が就任さ
れました。式典には名誉総裁としてフィンラ
ンド大使が来飯されるそうです。
　今月は「ロータリー財団月間」。１０／２４「世
界ポリオデー」には読売新聞（埼玉版）に、第
２５７０、２７７０地区による、財団の活動「ポリオ
プラス」についての全面広告が掲載されました。

【幹事報告】
　１１月ロータリーレート １ドル＝１０８円
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・１１／１９（火） 定款の規定により取止め
・１２／１０（火） １２／１１（水）Ｘマス会に振替
・１２／２４（火） 定款の規定により取止め
・１２／３１（火） 定款の規定により取止め
◇所沢中央ＲＣ
・１１／２５（月） 会員旅行
・１２／９（月）　 振替休会１２／８こども「とうきち」将棋大会
・１２／２３（月） 振替休会１２／２１家族同伴忘年会
・１２／３０（月） 定款の規定により取止め
◇入間ＲＣ
・１１／２１（木） 日帰り美術館 ゴッホ展
・１２／１２（木） Ｘマス家族会 ヘリテイジ飯能
・１２／２６（木） 蕎麦例会　移動例会「西山荘」
◇入間南ＲＣ
・１１／２６（火） 夜間例会 例会場変更 点鐘１８：３０
　　　　　　 中央公民館「フローレンス」

・１２／１７（火） Ｘマス家族会　例会場変更　
　　　　　　 点鐘１８：３０「プリーツ・Ｉ」
・１２／２４（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・１２／３１（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
◇新所沢ＲＣ
・１２／３（火）　振替休会１２／１Ｘマス・忘年会
・１２／２４（火） 例会取消（定款８―１―Ｃ）
・１２／３１（火） 例会取消（定款８―１―Ｃ）
・１／７（火） 　移動例会　新年会
・１／１４（火）　例会取消１／１３法定休日
・２／１１（火）　 移動例会　地区ライラ委員会参加
・３／１７（火）  例会取消３／２０法定休日
・３／２４（火）  例会取消　細則第５条
・３／３１（火）  移動例会

【委員会報告】
◎サッカー大会について　　　　　　服部君
　抽選会の公正さを映像でご確認頂き参加者
にご納得頂いています。Ａ５判大会冊子を当
日配付。ご協賛頂き何とか開催出来るように
なりました。表彰式では拍手等、応援を頂け
ればと思います。会場に駐車場はありますが
住宅街の通行はご遠慮頂きたいと思います。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　中山君
　夜間例会、無事終了出来ました。有難うご
ざいました。１２／１８（水）Ｘマス家族会は２７日
までに出欠をお知らせください。
　

【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　天ヶ瀬出席向上委員
　
　
　

　
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・１０／２８財務大臣表彰を受章しました。田辺君
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・増島先生、本日は卓話よろしくお願い致し
　ます。　　　　　　　　新井（景）君、髙橋君
・田辺さん、大臣表彰おめでとうございます。
　　 新井（景）君、矢島（巌）君、大附君、山川君
　　　　　　 　　　　　　　　　吉田（健）君
・サッカー大会のご協賛、有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　服部君
・大学１年砲丸娘Ｕ２０日本選手権２連覇し
　ました！　　　　　　　　　　　大野（康）君
・早退します。沢辺君、半田君、森君、新井（康）君
本日計２６，０００円、累計額３６９，５０１円。
◎１３日例会当番は和泉、市川会員です。
　

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　大﨑プログラム委員長
　今年度は会員卓話を多くしております。今回は２
週連続でロータリー財団委員長より、ポール・ハリ
スの生涯についてお話して頂きます。

　これを見て何だか分かる人、かなりのＲＣ通だと
思います。スコットランド、エジンバラにある、ジー
ン・トムソン嬢、ポールの奥さんの家です。夫婦仲が
悪かったとは私は思いません。ポールはスコットラ
ンドの方言“bonnie”（愛しい／愛らしい）を付けて

「ボニージーン」と普段から呼んでいました。彼女は
１９４７年にポールが亡くなった後、スコットランド
に帰国。弟や妹と過ごして故郷に埋葬されました。
　ポールが生まれたのはミシガン湖のあるウィスコ
ンシン州ラシーン。彼の父は何度も商売を失敗した
りします。兄弟は長兄セシル、ポール、妹ニーナメイ、
二女（早逝）、三男（戦死）、末弟レジナルド。セシルは
ＲＣの活動にも参加。レジナルドはＬＣに入ります。
　ポールは３才でバーモント州ウォーリングフォー
ドの祖父ハワード・ハリス、祖母パメラの家に兄と預
けられ、途中から兄は叔母の家に移るのでポールは
一人で暮らします。曾祖父が創立した小学校に入学。
ブラックリバー・アカデミーは入学してすぐやめま
すが、次に入ったバーモント・ミリタリー・アカデミー
を優秀な成績で卒業。１８８５年、１８才でバーモント
大学に入学します。ローカル・フラタニティのラムダ
イオタに入会。銅像にペンキを塗って仲間３人と共
に退学（後に体育学士、法学士を受け、名誉回復）。そ
の後、祖父に言われて、プリンストン大学に１年程
通っていますが、この事が後で影響してきます。
　１８９６年、弁護士事務所をシカゴに開設。１９００年
の夏、近所の友人達と仲良くしている弁護士仲間の
友人を見て、ポールはクラブを創ろうと思います。
　１９０５年２月２３日に出来たのは「ロータリーワン」
と言われる「シカゴロータリークラブ」です。最初の
４人は、シルベスター・シール３５才、ポール・ハリ
ス３６才、ガスターバス・Ｈ・ロア４０才、ハイラム・
Ｅ・ショーレー４２才。５番目がＲＣに歌を導入した
印刷業のハリー・Ｌ・ラグルスで、長命でいろんなク
ラブを楽しんだ人です。ポールのライバルでした。
そのため、ポールは４人で先にＲＣの旗揚げをして
写真まで撮ってしまっています。ガスターバスはフ
リーメイソンリーでもありました。シルベスターは
シカゴＲＣの初代会長。ウィリアム・ジェンセンが
幹事で、ハリーは会計でした。
　１９１０年、The National Association of Rotary 
Clubs（全米ロータリークラブ連合会）が国内１６の
ＲＣによって創られます。この時にポールは初代、

第２代の会長を務めます。
シカゴＲＣでは第３代会長
を務めています。１９１２年
にはカナダのクラブが加入
したりと国際的になってき
たので、名称を「ロータリー
クラブ国際連合会」に変更。
Rotary International（ＲＩ）
になったのは１９２２年、ロサ
ンゼルスでの大会の時。大
きな変化は“Rotary Clubs”

を抜いてしまった点ですね。主導権は完全にＲＩに
行ってしまいました。
「三賢人」の一人、アーサー・Ｆ・シェルドン「最もよく
奉仕するもの最も多く報いられる」を提唱しました。
ポールは訪日した時の講演で、「“profit”とはドルで
もセントでもなく人生の“something”である」と言っ
ていますが、１９３０年頃にシェルドンが辞めた１つ
の原因が“profit”がお金を意味するというような事
があったためとも言われます。イングランドとアイ
ルランドのＲＣは「欧州には元々職業倫理は出来て
いるからシェルドンのモットーは使わず、ベンジャ
ミン・Ｆ・コリンズの提唱した“Service, not self

（ Service above self）”を使う」としました。“Ideal 
of Service（奉仕の理想）”今は「奉仕の理念」と言われ
ますが、“Service”とは人を思いやり助ける事であり
それがＲＣのベーシックだという事です。
　ＲＣの“アーキテクト”がポールで、チェスリー・ペ
リーは“ビルダー”だと言われます。初期のＲＣは相
互利益、見返りを求めていましたが、１９０７年頃から

「サービスクラブ」に変わってきた。個人で奉仕しよ
うがクラブでやろうがＲＣは構わない。人道主義の
サービスをするのがＲＣだという事です。ポールも

「ＲＣは変わる。それを受け入れていかなければいけ
ない」と言っています。
　ポールの奥さん、ジーンはエジンバラで生まれ、シ
カゴのマーシャルフィールズ百貨店で働く兄弟２人
の家事手伝いのために移住してきました。１９１０年
４月の土曜日、ポールはシカゴプレーリーＲＣの山
歩きでツイードのジャケットを破き、それを直して
くれたのが、移住して間もないジーンでした。疾風の
如きロマンスで７月に結婚。ポール４２才。ジーンの
事を愛していたんだろうなと思うのは、自宅に名付
けた「カムリーバンク」というのはスコットランドの
通りの名前なのです。例会場になったり、「フレンド
シップガーデン」という庭も造りました。隣にはシ
ルベスター・シールが住んでいて、ポールはシルベ
スターといつも一緒でした。お墓も隣同士です。
　１９１９年に母コーネリア、１９２６年に父ジョージが
デンバーで亡くなった頃からポールは急に活動的に
なります。バミューダＲＣで、かつて在学したプリン
ストン大学の学長と出会い、「君がやっている事は素
晴らしい」と賞賛され、感激して、「自分のやっている
事は間違ってなかった」と思ったようです。その後
ポールは英国、北欧、南ア、日本（１９３５年）、南米等を
歴訪しています。

ポール・ハリスの生涯　その６
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