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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1926回 例会

18時30分

平成29年11月1日
◎司会：井桁 憲治副 SAA

◎点鐘：小川 智会長

業も態度も優秀で、1886 年にバーモント大学入学許可を得
たが、18 か月後に不祥事の濡れ衣を着せられて退学となる。
小川 智 会長
・退学後に、ニュージャージー州の名門プリンストン大学に
入学し、優秀な成績を収める。
・1889 年祖父が他界。プリンストン大学卒業後、人生の指
針を見失い、シェルドン・マーブル。カンパニーで床清掃や
炉の清掃という単純労働に就いた。祖父から受け継いだ勤労
倫理のおかげで、どんどん昇進した。この１年は、追悼と回
ポール・ハリスの生い立ち「少年時代から旅立ちへ」
想と将来について考えた１年となった。
1． 家族構成
（祖父）ハワード・ハリス －－－－（祖母）パメラ・ハリス ・同じく 1889 年にアイオワ州デモイン校法学部に入学を
決意。途中シカゴに立ち寄る事になる。当時のシカゴは、
｜
1871 年のシカゴ大火災で、建築ブームが続いていたが、街
（父）ジョージＨ・ハリス－－（母）コーネリア・ブライアン
自体は悲惨な状態であった。
｜
・アイオワ大学では、法学を学ぶ傍らデモインのスティーブ
長男 セシル
ンソン＆ワイズナンド法律事務所で事務員として働いた。
次男 ポール・ハリス
・1891 年法学の学位を取得。決して優秀ではなかったが、
長女 ニーナ
後日「教育から受けた最大の恩恵は、学生との繋がりだ」と
三男 ガイ（１１歳で死亡）
ポールは述べている。
四男 クロード
・卒後直ぐに弁護士にはならなかった。ここから数年はポー
（20 世紀初頭フィリピンの軍務で殉職）
五男 レジノルド（ポールより長生きした） ル・ハリスの人生で最も波乱万丈な時期であり、これは同時
に個人的変革の時期でもあった。
２．人柄
そしてポールは、世界発見の旅に出ることになった！
・祖父ハワードは、勤労倫理と寛容の心を持った真面目な人柄。
つづく
・父ジョージは、一言で言えばいい加減な性格で、職を転々、
理想だけ追いかける。
〈本日 11/8 のプログラム〉
３．家族歴
熊総すこやか教室 / 卓話
・父ジョージは・・・・、職を転々として・・、ラシーンという
町で薬屋を開業し、落ち着いたように見えたが倒産。1871
年に妻とニーナを残し、セシルとポールと連れて生まれ故郷の
幹事報告
ウォーリングフォードへ帰郷し別居となる。この町で、ポール
は祖父母にそだてられるが、当時のポールはとてもやんちゃな
浅井 純次 副幹事
性格で悪戯ばかりの毎日。
しかし、祖父のハワードはポールに大きな期待を抱いていた。
ハワードは下働きの雇人に、
「いつかあの子は世に名を残すよ 地区事務所より
うになる」と言っていた。特に、教育こそが良い職業につくカ
・RLI セミナー パートⅡ（11/25）出席督励のお願い
ギだと祖父は考えていた。これは、ポールの父ジョージの様な
人生を歩んで欲しくないという、ハワードの願望からであった。
例会日
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また、祖父のハワードは「人間は持ち物で計られるのではなく、
人の内側にあるもので決まり、誠実さ、倹約、寛容、友情が
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中心的価値観である。」この様にポールに教えている。
最終的に、家族は離散し、1919 年母のコーネリア他界、
1926 年父ジョージ他界。祖父母のいるウォーリングフォード
委員会報告
で過ごした少年時代が、ポールに大きな影響を与えたと言える。
また、家族としては決して恵まれていない状況であった。
齊藤 勝治 会員
（ポールの人生）１
・10 代で、ブラック・リバー・アカデミーへ入学したが、 葬儀のお礼について
素行が悪く退学。
・次に、バーモント陸軍士官学校へ入学し、この学校では学
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委員会報告
野中 弘之

親睦委員会

研修委員

草薙 友光子

2003 ～ 2005 年度交換留学生だった Luiza Freire
（ブラジル）
さん熊谷に来訪します。
ホストファミリーと交流会実施予定
11/19（日）魚勝 PM5：00 〜
（来られる方は、野中弘之会員か事務局まで）

井桁 憲治

ニコニコ BOX

記念誌「年輪Ⅳ」完成

皆様に配布

例会企画委員会
会長

11 月 プログラム
11 月 1 日

理事会報告
中国事情について Q ＆ A

11 月 8 日

熊総すこやか教室

11 月 15 日

大沢会員イニシエーションスピーチ

11 月 22 日

夕刻移動例会 魚勝
卓話 小林哲也県議会議員

11 月 29 日

休会（定款第６条１節 C 項による）

誕生祝い

卓話

12 月 プログラム
12 月 6 日

理事会報告
会員卓話
誕生祝い

12 月 13 日

年次総会

12 月 16 日

忘年家族例会
キングアンバサダーホテル

12 月 20 日

振替休会（12/16）

次年度役員・理事選出

小川会長・宮川副会長
10 月の長雨も終わり、11 月の秋晴れ！！小川年度第 5 回
理事会も終了。
会員皆様のおかげ様で順調に推移しています。ありがとうご
ざいます。
本日は黄玥琳様宜しくお願いします。
斎藤勝治会員
先般の通夜・葬儀では会員の皆様にはご会葬賜りまことにあ
りがとうございました。又、クラブより生花をお供え頂きお
礼申し上げます。ロータリーの友情に感謝いたします。
岩崎孝男会員
誕生祝いをいただき有難う御座います。お陰さまで！？歳
13 日に迎えます。
浅井純次会員
1 パッケージソフトが都内（国分寺）に 10 月より導入しま
した。又３区で来年度より決定しそうです。目指せ全国制覇
2 職場訪問、欠席申し訳ありませんでした。
草薙友光子会員
先日はガバナー公式訪問を欠席致しまして、申し訳ございま
せんでした。無事に終わられた事お喜びします。
吉田 繁会員
今日は。先月は私用のために例会を欠席しましたが、清水会
員はじめ SAA の皆さんには大変お世話になりありがとうご
ざいました。今後ともよろしくお願い致します。
ニコニコ BOX

本日

累計

11.1

￥19,000
前回分 ¥1,000

￥364,000

第 5 回理事会
高橋 勤二

委員

会員

井桁憲治 40 周年記念実行委員長より

小川 智

会員誕生
岩崎孝男会員・細川末廣会員
高橋典子さま・出井八重子さま
おめでとうございます。

佐藤 良孝

委員会報告

委員長

幹事

卓話
・パスト会長会招集の件
（本日 13：40 ～パスト会長には、連絡済）
・野村会員の委員会の件
SAA・会報情報委員会
・交換留学生受け入れの件
受け入れはしない
・11・12 月プログラムの件
忘年例会 12/16（土）キングアンバサダーホテル
親睦旅行
候補 ・2/ 初旬 札幌雪まつり
・沖縄
（後日 IDM にて打ち合わせ）
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黄 玥琳さん
中国についての質疑応答など

〈次回 11/15 のプログラム〉
卓話 大沢 剛会員
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