ｒｚ

国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

青 木 善 明

幹 事
例会日
例会場
事務所

桑 野 倫夫

会報

長谷川 修 身
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 １３６８－４
ホテル泉屋内 TEL/FAX ０９８３-２１-１６３６

第 2077 回 令和元年 7 月 25 日プログラム - 1 高鍋ロータリークラブテーマ
6 3 6
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．
12.

本日の例会案内
＊前年度会長幹事の慰労ボーリング大会
場所＝西都ヤングボール 15:45 集合
＊夜間例会＆新年度親睦会
場所＝花いちもんめ 18:30 点鐘

第 2076 回 例会内容（7/18）
☆会長の時間
会長 青木 善明 君
5 年間の放浪：
アイオワ州立大学を卒業
して弁護士資格を取得した
ポ－ル・ハリスは、卒業式に
招かれて祝辞を述べた先輩
弁護士の言葉に刺激され
て、すぐに弁護士業務に就
くことなく、社会勉強のた
めの放浪の旅に出ました。5
年間に訪れた土地および経
験した仕事は非常に多く、
それらがポ－ル・ハリスの人生並びにロ－タリ－クラブ
設立に役立ったことでしょうが、個々の仕事内容が重要
ではないので、都市と仕事を列挙するにとどめます。
サンフランシスコ クロニクル新聞の通信員・南カリフ
ォルニアのレ－ズン箱詰め工場・ロサンゼルス商科大学
の非常勤講師・コロラド州デンバ－で舞台出演・ロッキ－
マウンテンニュ－スの記者・ブッドブィル農場のカウボ
－イ・ザ リパプリカン紙の記者・フロリダ州ジャクソン
ヴィルのホテル夜勤事務員・大理石会社 外勤営業員・ザ
ワシントンスタ－紙の新聞記者・家畜運搬船の水夫、・

『新時代につなごう誇りと奉仕の友愛』
第 2730 地区ガバナー
喜島健一郎
中部分区ガバナー補佐 上田
普
RI テーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』
地区テーマ『クラブの活性化に務めよう』
7 月の月間テーマ
親睦活動月間
次週例会案内；8 月 1 日（2078 回）
＊米山ランチ BOX
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊会員増強月間卓話
ボルチモア缶詰工場、・貨物船で英国往復（ロンドンウェ
－ルズ地方見物）、・ダラス農場でのオレンジ梱包・・・・・
この中で大切な人物との出会いがありました。それは
クラ－ク大理石会社の経営者、ジョ－ジ・クラ－クです。
彼はポ－ル・ハリスの人物と旅の意図に共鳴して、二度目
の勤務時にケンタッキ－、テネシ－。ジョ－ジア、ヴァ－
ジニアの諸州を旅する機会を与えました。そして三度目
の勤務時には南部諸州に続き、キュ－バやバハマ諸島を
めぐる 9 カ月間のたびを提供しています。この旅の後、
「どこか行きたいところがないか」とクラ－クに尋ねら
れて、ヨ－ロッパを選んだポ－ル・ハリスは、大理石会社
代理人としてスコットランド，アイルランド、ベルギ－、
イタリアの採石場を訪問する機会を与えられ、その間に、
イングランド、フランス、スイス、オ－ストリア、ドイツ、
オランダ諸国に足を延ばしました。
帰国していよいよ 5 年
の歳月が終わりに近づいたとき、ポ－ル・ハリスの気性を
よく知っていたクラ－クは、彼の最後の希望を聞き入れ
てニュ－ヨ－クへの出張を命じたと、語られています。
5 年間の放浪の中でも、クラ－ク大理石会社での期間は
ポ－ル・ハリスにとって最も多くの有益な経験が得られ
たに違いありません。素晴らしい人物のそばにはまた、素
晴らしい人物がいるものです。ジョ－ジ・クラ－クは後に
ロ－タリアンになり、1911 年に全米 RC 連合会副会長とし
てポ－ル・ハリスを支えた人物であることを付け加えて
おきます。

1893 年、ポ－ル・ハリスがシカゴ万博を見物するため
にシカゴを訪れたことは先に記したとおりです。彼はこ
のとき所持金がほとんどなくて、万博で働いていたアイ
オワ州立大学時代の友人の下宿に泊めてもらったようで
す。大都市シカゴは生誕の地ラシ－ンに近い上に、このと
きの１週間の滞在経験が、弁護士として活躍をする場所
を決定することになったのかも知れません。
弁護士開業：
1896 年 2 月、28 歳を目の前にしたポ－ル・ハリスはシ
カゴへやってきてディアボン通りに小さな部屋を借りて
弁護士事務所を開業しました。仕事はそれなりに成功し
ていましたが、大都市は、個人的な友人を多く見つけるに
は不毛の地でした。彼は、人々が私利・私欲や競争の虜に
なっている姿ばかりを目のあたりにして、孤立感を深め
ていました。そんなある日、シカゴ郊外に住む弁護士仲間
を訪れて夕食を共にしました。そこで彼はシカゴの中心
街で見慣れた店員の無礼で無関心な態度とは対照的な
人々の様子を見たのです。レストランで、食料品で、ソ－
ダ水売り場で、新聞販売店で、友人と店員はファ－ストネ
－ムで呼び合い、親しげな挨拶を自然に交わす様子から、
互いに信頼しあう関係にあることが見て取れたのです。
5 年間の放浪の旅の途中で何度も頭をよぎった信頼の
社会と、よそ者同士が商売でも友情でも一つになれる憩
いの場とが重なってポ－ル・ハリスの心に新しいクラブ
の種をまいた一瞬でした。

＜理事会報告 2019.7.11＞
1.人頭分担金の件
7/1 現在会員 41 名 承認
2.メーキャップの件 各種会合参加等年度内有効承認
3.理事役員委員会構成表＆予算案
承認
4.高鍋町図書館のスポンサーの件 会長一任で承認
5.各親睦会＆炉辺会合等の会費の件
会員負担金 3,000 円 承認
☆幹事報告＜文書案内＞
＊第 7 期 RLI-2730 パートⅡの
ご案内（宮崎地区）
日時
2019 年 9 月 22 日
19：20～15：30
場所
宮崎日大高校
登録料 1,000 円
テキスト料 1,000 円
昼食代 1,000 円

☆本日のビジター
宮崎南 RC 田中君・富井君

☆ＢＯＸ披露

親睦活動副委員長 三原元季君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【青木善明君】
100％出席の記念品
ありがとうございました。
【井上博功君】
100％出席表彰あり
がとうございます。
早退してすみません。
【石田喜克君】
100％出席表彰お礼
【坂田師通君】100％出席のお礼。
宮崎南 RC 田中様、富井様ようこそ高鍋クラブへ。
【野添勝久君】100％皆出席ありがとうございました。
完璧に忘れていました。今日は起工式と完成検査澄
ませて来ましたよ。大雨の中。
【高橋康朗君】100％出席表彰のお礼として。今年度は
厳しいですが、何とか頑張ります。よろしくお願い
します。
【富井雄二君】パーティーのご案内と昨年のお礼に来ま
した。

■出席報告

出席報告（7/18）
正会員 数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

出席委員 河原 好秋 君

41 名
32 名
80.00％
85.00％

☆クラブ協議会＝各委員会 活動方針・計画

副幹事 長野 孝吉 君

正ＳＡＡ
中武泰一郎君

正会計
板垣 衛君

宮崎北 RC 安達君

クラブ研修委員長
岡島達雄君

会員増強分類選考
委員長 石田喜克君

８月の例会案内

出席委員長
横山 隆君

親睦活動委員長
野添勝久君

8/1 2078 回 米山ランチ・月初めのセレモニー
雑誌紹介・会員増強月間卓話
8/8 2079 回 会員卓話―岩村文夫君・松尾正博君
血圧測定・例会終了後理事会
8/15 特別休会（お盆）
8/22 2080 回 交換留学生 コウ イクカンさん
外部卓話―高鍋高校校長 土肥隆夫様
例会終了後プログラム委員会
8/29 2081 回 会員卓話―緒方隆憲君・板垣衛君
100 万㌦ランチ

プログラム委員長
岩切 洋君

広報雑誌 IT 委員長

橋口清和君

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真実かどうか
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか
４、みんなのためになるかどうか

クラブ会報副委員長
曽我部幸夫君

職業奉仕委員長
緒方隆憲君
『メ－クアップしましょう』
中部グループ各クラブメ－クアップ会場
出席委員会
宮崎南

宮崎観光ホテル

宮崎東

ニューウェルシティー宮崎

宮崎

宮崎観光ホテル

西都

あかのや

宮崎アカデミー

宮崎大学地域デザイン棟 （第 2・第 4）

宮崎北

ホテルマリックス

佐土原

ワールドコンペンションセンターサミット

木

宮崎中央

ワールドコンペンションセンターサミット

金

宮崎西

宮崎観光ホテル

月

火

社会奉仕委員長
木浦亨英君

国際奉仕委員長
坂田師通君
水

青少年奉仕委員長
藤本範行君

R 財団・米山副委員長
茂木 晃君

