ロータリーは世界をつなぐ

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

つなげる：未来へつなぐ

第

例会
ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

天 候
会 長
例会日

鈴 木 秀 憲
徳 永 眞 澄

変化：変える（基本に返る）
例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内

曇
土 屋

（代）

崇
幹 事 中 里 忠 夫
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 和泉君、市川君

・点 鐘 土屋会長
・ソング 我等の生業 四つのテスト
・ビジター（入間）岩﨑 茂様
田中敏雅様（みずほ銀行荏原支店長、
元飯能ＲＣ会員）
・卓 話 増島宏徳会員
【会長報告】
先週土曜日、第１回飯能ＲＣ杯Ｕ-１０サッ
カー大会は好天に恵まれ無事終了しました。
ご協力に感謝申し上げます。報告書を頂きま
した。服部委員長に全面的にやって頂き、ス
ムーズに終わる事が出来ました。６６０名の
参加。３～４年生の１５チームで、賑やかな
いい大会になりました。
同日、飯能ＲＣも理事となっている「飯能市
フィンランド協会」設立記念式典には髙橋副
会長に出席して頂きました。今後、フィンラ
ンドとの交流が進む事と思います。
「ガバナー月信１１月号」
には石井会員の訃報
およびマルチプルポールハリスフェロー小谷野
会員、
ポールハリスフェロー伊澤会員、
米山マ
ルチプル髙橋会員の顔写真が載っています。
「手続要覧」申込みが地区から来ています。
次期の理事の方にはご購入をお願いしたいと
思います。「ＲＣ１００周年記念バッジ」をご
希望の方も幹事までお知らせください。
【幹事報告】
（代理）馬場前年度幹事
前回議事録を配付。ＲＣ１００周年のバッジ
は中里幹事までよろしくお願い致します。
【委員会報告】
◎５５周年記念誌編集委員会
吉田（行）君
今日３回目の編集会議です。原稿を依頼さ
れている方はＸマス例会までにご提出くださ

い。来年３月の発行となりますのでよろしく
お願いします。
◎５５周年記念式典について
神田（康）君
２９
（金）第２回打ち合わせ会１８時、ヘリテイ
ジ。出席される方はよろしくお願いします。
◎Ｕ-１０サッカー大会
服部君
９（土）第１回飯能ＲＣ杯Ｕ-１０サッカー大会
報告書を作成しました。選手１８９名、保護者
３８８名、ＲＣから４０名の参加を頂き、お蔭
様で盛り上がった大会となりました。大久保
市長、内沼県議からもご挨拶を頂戴。飯能信
用金庫様の全面的ご協力、看板を作って頂い
た馬場会員、プラカードを作って頂いた吉澤
会員にも感謝致します。当日、矢島（高）会
員からはお水をたくさん頂き、選手に水分補
給が出来ました。有難うございました。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 柏木出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
定款による例会取消の
為、修正はありません

【結婚・誕生日祝】
大野（泰）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
山川君、吉島君
◇会員誕生日おめでとう
１４大崎君、１８吉田（武）君
◇結婚記念日おめでとう
伊澤君、田辺君、新井（景）君、和泉君
島田君、土屋（崇）君、細田（吉）君
細田（伴）君、安藤君、本橋君、沢辺君
◇夫人誕生日おめでとう
５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人
１４新井（景）夫人、１５平沼夫人、田辺夫人

２０齋藤夫人、２４大附夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日はお世話になります。
（入間）岩﨑 茂様
・結婚記念日お祝い有難うございます。
細田（吉）君、
沢辺君、
安藤君、
田辺君
新井（景）君、
島田君、
土屋君、
本橋君、
伊澤君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
馬場君、
新井（景）君、
大附君、
田辺君、
服部君
・入会記念日お祝い有難うございます。
山川君、
吉島君
・岩﨑様ようこそ！
田辺君
・増島先生、今日は卓話よろしくお願い致し
ます。
小谷野君
・田中様ようこそ！ 田辺君、
髙橋君、
前島君
・Ｕ-１０サッカー大会、お蔭様で盛大に行え
ました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
服部君
・誕生日お祝い有難うございます。
吉田（武）君、
大﨑君
・先日、
とあるゴルフコンペで優勝しました。
前島君
・申し訳ございません。遅刻致しました。
五十嵐君
・早退します。
吉島君
本日計７３，
０００円、累計額４４２，
５０１円。
◎２０日例会当番は伊澤、五十嵐会員です。
【卓
話】
講師紹介

小谷野職業分類委員長

ポール・ハリスの生涯

その７

飯能ＲＣ ロータリー財団委員会 委員長

増島宏徳 会員
国連難民高等弁務官をされた緒方貞子さん
が９２才で亡くなられました。彼女は１９５１年
の第２回ロータリーフェロー（現・奨学生）で
「自然に“奉仕の理想”を身に付けていたのか
もしれません」との言葉がビデオの中にあり
ました。ＲＣのお蔭でこういう道を歩こうと
決めたようです。“ The Ideal of Service”
（奉仕の理念）とは「他人を思いやり他人を助
けること」
ＲＣの根幹です。それと“ Service
Above Self ”。ロータリアンはこの２つを覚
えていればいいと言ったのはチェスレー・ペ
リーで、彼がハリー・ラグレスの紹介でＲＣに
入会したのは１９０８年、１２８番目。Ａ・Ｆ・
シェルドンと一緒でした。
ポール・パーシー・ハリスは明治元年１８６８
年４月１９日（日）生まれ。
１９１２年、
２年間務めた
（ＲＩの前身の）会長を辞め公の場に出なくな
り、再開したのが１９２６年。
大正時代を丸々休
んでいます。
亡くなったのが１９４７年１月２７日
（月）。
１９２６年、バミューダＲＣでポールはプリ
ンストン大学学長だったフランシス・ランディ・
パットンと出会います。
彼の事をポールは知っ
ていました。ジーンと共に自宅に呼ばれて元
学長からＲＣのムーブメントについて最大の
賛辞を貰い、
ポールは大喜びだったそうです。
体が悪かったのにその後は１９２８、
３２、
３４～
３７年と世界を周り、
３５年に来日しています。
１９２８年、客船ローレンティック号に乗って
行ったスコットランドへの里帰りではジーン
の兄、牧師のジョン・Ｙ・トムソンと会ってい

ます。英国には度々行っ
ていて
「５年間の愚行」
の
間の９か国のうちの１つ
でした。３４年はＲＩＢＩ
（英国とアイルランドは
ＲＩから離れた組織をつ
くっていた）について協
議。ポールの努力にもか
かわらず双方の意見が噛
み合わず、大きな収穫は
得られませんでしたが、
決裂という事態は避けられました。
１９３７年までの間、数多くのクラブを回り
ました。グラスゴーのＲＣでポールのために
歌われたのが
「オールド・ラング・サイン」
。
古い友人は忘れ去られ、もう二度と思い出される
こともないのだろうか。
古い友人は忘れ去られ、古き良き日々の記憶もま
た、心から消え去ってしまうのだろうか。
親愛なる友よ、古き良き日々のために、古き良き
懐かしい日々のために、親愛なるこの一杯を飲み
かわそうではないか。
古き良き日々のために。

この歌に送られてポールはトランシルベニ
ア号で米国に一人戻り、ジーンはスコットラ
ンドに残りました。
ポールはずっと病気がちでした。
１２年から
休んだのも心臓の発作だったと言われ、その
後も肺の病気がずっとあったようです。しば
らく休んだ後、ＮＹのフレデリック・トゥイー
ド宛に出したのが復帰後、最初の手紙でした
（１９２９年９月２７日）
。
３０年５月、
シカゴで開催
されたＲＣの「シルバー・アニバーサリー・コ
ンベンション」
で、
１万人の観衆の下、
ポールは
サプライズで登場します。この大会で一人の
日本人、徳川家達
（いえさと）
公爵が登壇して
いて、そのスピーチ
「民族の勃興」
は日本の武
士道にも通ずると喝采を浴びますが、その後
日本は戦争に向かっていく事になります。
３２年以降、
「フレンドシップ・ツリー
（友愛の
木）
」
の植樹が行われるようになりますが、こ
れはポールのアイデアではありません。ポー
ルの体調が悪くなった３０年頃というのは弟
レジナルドがＬＣに行ったり、
シェルドンが辞
めたり、ＲＣにもいろいろあった時でした。
クラブ・アルミニウム社を復活させたハーバー
ト・Ｊ・テーラーが使ったのが「四つのテスト」
です。欧州で最初に植樹を行ったのはベルリ
ン。エストニア、スウェーデン、ノルウェー
でも植樹しています。
３２年の旅は、ほとんど
の旅に同伴していた夫人が居らず、普段とは
違った旅だったようです。
最後に、緒方貞子さんの言葉で終わりたい
と思います。口癖は“ Let’
s do it ”でした。
ご冥福を祈りたいと思います。

