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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          長倉会長 

    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 亀岡 孝会員 

 

 

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    森江 洋之会員  H6. 1. 29 （21年目）    

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        長倉長倉長倉長倉    巨樹彦巨樹彦巨樹彦巨樹彦会会会会長長長長    

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、あいにくの悪天候の中、山辺ガバナー補佐、

濁沼ＩＭ実行委員長に当クラブにお越しいただきあ

りがとうございます。お天気のせいもあるのか、ク

ラブの出席率も少ないようですが、お二人のＩＭの

お話は、欠席者には私の方から伝えておきます。 

今日は、また３週連続の私の肩の話ですが、今週水 

 

 

曜に東北海道病院でＭＲＩを受けてきました。先週

も話ましたように、私は閉所恐怖症ですので結構大

変だったのですが、何とか旧式のＭＲＩで、両サイ

ドが開いているタイプだったので目を瞑って途中、

何回かスイッチが入りまずかったのですが、頑張っ

て終えることができました。 

幸いに肩は、腱板の断裂ではなく炎症だけだったの

で、来週からリハビリで治るようです。 

私が、この肩に拘っているのは、今年一年ゴルフが

できなくてもしょうがないとは思っておりましたが、

東クラブさんで音頭をとって今期中に分区内でゴル

フ大会を開催する予定がありますので、これだけは

何とか出たいと思っているからです。 

地区大会のゴルフの当クラブからは、２年連続で私

だけの参加でしたので、親睦が目的ですので、上手

い、下手関係なく参加していただきたいと思います。

ＩＭも本日の出席は少なかったですが、ＩＭの参加

者は多く会員に出席していただき、是非、成功させ

ていただきたいと思います。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

****    釧路東ＲＣよりＩＭ開催の案内が届いています。 

****    1月30日の例会に釧路北ＲＣよりメークアップ来

訪が予定されます。多くのメンバーでお出迎えし

たいと思います。 

 



・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    工藤 ゆかり 会員    

・本日のニコニコ献金 

 森江 洋之会員  結婚祝として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＩＭ開催について◆ＩＭ開催について◆ＩＭ開催について◆ＩＭ開催について    

・濁沼・濁沼・濁沼・濁沼    英一英一英一英一    実行委員長より実行委員長より実行委員長より実行委員長より    

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は貴重な時間をお借りし、ＩＭのお願いに参り

ました。３月７日釧路センチュリーキャッスルホテ

ルに於いて、14時～19時 30分の予定で開催いたし

ます。テーマは「もう一度学び直そう本来のロータ

リーを」サブテーマとして「親しみやすいロータリ

ーであるために」このテーマの下に、第一部では奥

周盛ガバナーに基調講演をお願いし、第二部では清

水ＰＤＧ，足立ＰＤＧに講演をお願いいたしており

ます。清水ＰＤＧには第七分区のロータリーの歴史

を良く熟知されている事から地域を主眼にお話し頂

き、足立ＰＤＧには帯広の地区大会で会長幹事会に

て事前に配られたアンケートの結果からロータリー

についてお話しいただきます。 

 

 

また、友愛の広場では地元のヒートボイスの歌とト

ークで楽しくご歓談いただければと思います。来る

3月 7日のＩＭに釧路南ＲＣの全員登録と一人でも

多くのご参加をお願い申し上げまして実行委員長と

してのご挨拶と致します。 

 

 

 

・山辺・山辺・山辺・山辺    文彰文彰文彰文彰    ガバナー補佐よりガバナー補佐よりガバナー補佐よりガバナー補佐より    

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は来る 3月 7日に実施いたします、ＩＭへの参

加、出席のお願いに参りました。ホストクラブは釧

路東ＲＣで、濁沼実行委員長の指揮のもと、28名の

会員でこれにあたることになっております。「もう一

度学び直そう本来のロータリーを」をテーマに「親

しみ易いロータリーであるために」を、サブテーマ

と致しました。「会員増強、退会防止」は各クラブの

抱える共通の課題であり、頭を悩ます問題でありま

す。特に退会の理由となるものは、ロータリーが難

し過ぎる（用語・・等）、つまらない、費用が掛かり

すぎる、対人関係の不具合などでしょうか。そこで、

誰もが「ロータリーってこんなに親しみ易いものな

のか」「こんなに楽しいものなのだ」を感じていただ

くことを目的としたプログラムの内容になっており

ます。 

小学生に戻ったつもりで勉強し直してくださればと

願っております。併せて親睦の絆をより強いものと

してくださるようにおすすめ申し上げ、ＩＭへのご

案内とさせていただきます。 

 

 

 

 



・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    ロータリー理解推進月間に因んでロータリー理解推進月間に因んでロータリー理解推進月間に因んでロータリー理解推進月間に因んで    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    広報メディア広報メディア広報メディア広報メディア委員会委員会委員会委員会    

◆長井長井長井長井    一広一広一広一広    委員長委員長委員長委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの歴史や始まってからのことはよく聞

くので、ポール・パーシー・ハリスがロータリーク

ラブを始める前のことを話します。ポール・ハリス

は、1868年 4月 19日ウィスコン州ラシーヌにて誕

生。ラシーヌはミシガン湖の岸辺、シカゴの北 60

マイル、ミルウォーキーの南 35 マイルにある小さ

な街。時代背景は 1861年から 4年間、南北戦争が

始まり戦争の傷痕がまだ癒えてない時です。日本で

は 1867 年に大政奉還が行われた年です。父親のジ

ョージ・ハワード・ハリスからは、高い教育を受け

ていた。科学的要素にあふれていたが、発明で手っ

取り早く金儲けをしたがる癖があった。父親から買

ってもらったドラッグストアーを経営していたが一

攫千金を夢見て浪費するため、父親が財政的援助し

ていた。 

母、コーネリア・ブライアン・ハリスの父親のラシ

ーヌが、第二代市長だったがゴールドラッシュに資

産をつぎ込み失敗し、家運が大きく傾く。子供のこ

ろは裕福な家庭に育ったため、金銭感覚に乏しく財

政状態が悪化しても浪費を続けていた。ポールの兄

弟は、兄と妹が一人ずつ、弟が三人です。1969年に

妹の誕生で財政状態はさらに悪化し、1871年に父親

が財政援助を断念した為、破産した。ポール（三歳）

と兄は、父親と共に、バーモント州にある祖父の家

へ、母は妹と共にラシーヌに残り、音楽を教えて生

計を立てる。以後、祖父母がポール・ハリスの親代

わりとなる。祖父母は、敬虔なキリスト教徒なので、

ポールはその影響で偉大な人道主義運動が生まれた

と語っている。ポールと兄が通っていた小さな赤い

校舎は、現在ロータリー記念建造物となっている。

小学生のポールは、両親から躾けられなかったため、

ありとあらゆるいたずらをした。ポールを含めた仲

間は「村のならず者」だった。幼いころからリーダ

ーとして才能、冒険心、不屈の勇気を発揮した。一

度ニューヨーク州ケンブリッジ村で両親、家族と一

緒になったが、再度破産し祖父の下に戻る。 

祖父は、ポールに教育の価値を教え込み、初等教育

終了後の高校・大学への道を確保した。進学準備の

ため校長の指導のもと、ウォリングフォード高校で

１年を過ごし、ラトランド高校に入学。卒業後、バ

ーモント州のブラックリバー・アカデミー（大学）

に入学したが、あらゆる種類の好ましからぬ悪さを

し、1 年間で放校処分を受ける。祖父の意志で、サ

ックストンリバーにある陸軍士官学校バーモント・

アカデミーに入学する。陸軍少佐はポールに深い感

銘を与え、勉学に励んだため抜群の成績を収める。

1885年にバーモント大学に入学。1年半後、暴力事

件の首謀者として退学処分を受けますが、後に名誉

回復し、学位が授与される。この事件で自由奔放な

性格が祖父母の悩みの種であることを思い知らされ

た。家庭教師をつけてもらい受験勉強を行い、1887

年に 19 歳でプリンストン大学の入学試験に合格し

入学したが祖父の死により経済的理由で大学を退学。

ウエスト・ラトランドのシェルドン大理石会社に就

職し給仕として働いた。勤勉に仕事をしたためその

年に重要な仕事を任されるようになり社長も彼を高

く評価し、今まで雇った中で最も有能な社員である

と述べている。祖母から「祖父が、ポールに弁護士

になって欲し願っていた。」と聞く。1889年アイオ

ワ大学法律学部への入学が決まり、その前にディモ

ン市で定評のある法律事務所でしばらく修業するこ

とにする。ポールは、アイオワへ向かう途中、シカ

ゴに立ち寄る。新聞記者をしている大学時代の友人

のところに数日間泊まる。当時アメリカで最も急速

に成長している都市の一つといわれ、あらゆる人種、

信条、文化からなる人間のるつぼともいうべき、シ

カゴの魅力にとりつかれる。腰を落ち着かせる時期

がくればシカゴに住居を構えようと心に決める。 



セント・ジョン、スティブンソン、ワイズナンド法

律事務所で 1 年間の義務的修業を終えた後、1890

年にアイオワ大学法学部に入学。数週間後に祖母の

死。その頃、ハリスの生活は苦しかった。ポールは

祖父母から他人に対する寛容な思いやり、優しさ、

尊敬の念の尊さを学んだ。彼の人格を形成しそうし

た資質をハリスに植え付けたのは祖父母であった。

この二人こそロータリーの基礎を築いた功労者であ

る。 

1891年、23 歳で法律の学位を取得し、アイオワ大

学を卒業。10年ぐらい先輩で弁護士を開業している

一人の講師が言った言葉が、ハリスの心に深い感銘

を与えた。「どの卒業生もまずは小さな町にいって 5

年位そこで愉快に過ごしてから弁護士を開業するの

も、一つのいい考えだ」5 年間かけてもできるだけ

アメリカの各地を、できれば」外国も見て回ろうと

決心する。どんな仕事でも引き受け、山でも荒野で

も分け入り、何百マイルも歩き通した。貧困のどん

底の時期には野宿したりして大都市の通りをほっつ

き歩くこともあった。飢餓状態に陥り、貧乏生活を

味わう日々もあった。こうした経験により本を読む

よりも人生経験が豊かになり、世の中の人々、いろ

いろな場所、人間が自分の境遇を向上させようと努

力する方法、そして人生の浮き沈みといったものに

対して洞察力を得ることができた。1891年、ロッキ

ー山脈を越えてカリフォルニア州サンフランシスコ

へ行く。学生時代の親友で新聞記者をしていたロバ

ート・Ｍ・ジョンソンに会い、彼の紹介で競争紙「ク

ロニクル」のフリー・ランサー（自由記者）になる。

「クロニクル」の記者だったハリー・Ｃ・プリアム

に会い、意気投合。二人はバカ渓谷の果実園で働き、

シェラネバダ山中を 300マイルも歩いて、ヨセミテ

渓谷を探検するなど、カリフォルニア州内を横断に

踏破する。サンワキ渓谷にあるフレスノの干しブド

ウ包装工場で資金を稼いでロサンゼルスに向かう。

ロサンゼルス・ビジネス・カレッジの講師になる。

1892年、プリアムと再会を約束し、一人でコロラド

州デンバーに行く。十五番街劇場の専属劇団で役者

になり評判になる。その後「ロッキー・マウンテン・

ニュース」の記者になる。 

次にデンバーの北にあるブラッドビルに移り、カウ

ボーイになる。再びデンバーに戻り「デンバー・リ

パブリカン」の記者になる。次にフロリダ州ジャク

ソンビルへ行き、セント・ジェームスホテルの夜勤

事務員になる。大理石・花崗岩商を営む、ジョージ・

Ｗ・クラークと会い巡回セールスマンになる。数か

月間フロリダ州及び近隣諸州を広く巡回する。ハリ

スとクラークの間には、堅い友情関係と尊敬の念が

生まれる。1893年クラークの会社を辞め、大統領の

就任式を見るためにワシントンに行く。「ワシント

ン・スター」の臨時記者になる。就任式が終わると

ケンタッキー州ルイズビルに行き、大理石・花崗岩

会社の巡回セールスマンとなり、ケンタッキー、テ

ネシー、ジョージア、バージニアを担当した。バー

ジニア州のノーフォークに行ったとき、大西洋航路

の貨物船の船員募集広告がフィラデルフィアとボル

チモアの新聞に載ることを知り、イギリスへ行き行

きたい一心でセールスマンを辞め、フィラデルフィ

アへ行く。リバプール行の貨物船バルチモア号に家

畜係りとして乗船する。ポールは知らなかったが、

大西洋航路では最低の船会社の最低の船という評判

だった。粗末な食事・ベッドと家畜の悪臭に悩まさ

れて、更には、海は大荒れに荒れ、「辛い経験」だっ

たが、「この経験がなかったら人間ここまで落ち込む

ことがあるなんて信じなかったであろう」と述べて

いる。14日間かけて 1893年夏にリバプールに入港

した。数日間リバプールを見学しただけで再びパー

クモア号の家畜係として乗船し、アメリカのバルチ

モアに入港する。世界最大の都市ロンドンを見るこ

とができなかったので、もう一度大西洋を渡る決意

をし、もっと評判のましな船を探した。 （時間に

なりましたので、この続きは来月に話します。） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１月３０日（金） 

「歴代会長卓話」 

会場 釧路東急イン 12：30～ 

 担当：会報委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                長倉会長 

今週の会報担当：福井克美会員 


