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会長　大西　利哉
ポール・ハリスってどんな人

　みなさん今晩は、本日のお客様は定藤繁樹 
様　池田美江 様　阪上由紀 様です。どうぞご
ゆっくりお過ごしください。
　今月は、ポール・ハリスの誕生日月です。
　1868年4月19日、アメリカ・ウィスコンシン
州の小さな町、ラシーンで生まれました。ロ
ータリーの文献に載っている彼の写真を見る
ととてもおとなしそうな印象を受けるのです
が、子ども時代は、かなりのわんぱくだった
ようです。「ポールにとって一番好きな遊び
場所は町の中央であった。当時は未だ道路規
則などは必要ではなかつた時代であつたの
で、ポールは自分勝手に、車馬の通行よりも
子供の遊びの方が大事だと極め込んで居た。
兄セシルはこの小さい弟の判断が間違ってい
ることを認めて、走って行く馬の蹄の下か
ら、わんぱくな弟をつかみ出さなければなら
ないこともあつた。そおした時のセシルが大
抵酷く引掻かれて痛い目を見せられたという
ことは、ポールたるもの今日において大いに
恐縮せざるを得ない所である」と、自身の著
書に書いています（『ロータリーの創設者ポ
ール・ハリス』翻訳　米山梅吉）。
　1871年、彼は父に連れられて、兄とともに
バーモント州ウォーリングフォードの祖父母
の家に行きます。この日から、兄弟は祖父母
に育てられることになるのです。
　1891年、ポール・ハリスは、アイオワ大学

を卒業。その後、5年間の放浪の旅に出ます。
放浪の旅を終えた彼は、シカゴに小さな事務
所を借りて弁護士事務所を開きます。仕事は
順調に進んでいたものの、個人的な友人を見
つけるのは難しかったようす。「ウィークデ
ーにはがっかりさせられるようなこともたく
さん起こりましたが、それでもまあ、よかっ
たのです。というのは、仕事が忙しくて、自
分のことなどを考えている暇がなかったから
でした。これに反し、日曜や休日はもの悲し
い日でした。日曜の朝は下町の教会へゆけば
よかったのですが、長い日曜の午後はどうに
もならないほど孤独でした。あの故郷のニュ
ーイングランドの谷間の緑の原や、心優しい
昔の友人たちを、どんなに恋こがれたことで
しょう……」と、その胸の内を語っています
（『ロータリーへの私の道』ポール・ハリス
著）。この孤独な思いがロータリーの創立の
源になったようです。同書に「ある晩、私は
同業の友人に連れられて、郊外の彼の家を訪
れました。夕食後、近所を散歩していると、
友人は店の前を通るごとに、店の主人と名を
呼んで挨拶するのです。これを見ていて私
は、ニューイングランドの私の村を思い出し
ました。そのとき浮かんだ考えは、どうにか
してこの大きなシカゴで、さまざまな職業か
らひとりずつ、政治や宗教に関係なく、お互
いの意見をひろく許しあえるような人を選び
出して、ひとつの親睦関係をつくれないもの
だろうか、ということでした。こういう親睦
関係ができれば、必ずお互いに助け合うこと
になるはずです」と書いています。

ロータリージャパンHPより

会長の時間
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2013-14年度RI会長

◆卓話
矢野　浩臣　会員

米山記念事業について

　今年はサブ世話クラブの受入れがあります
ので、特別寄付金　１万円／人の御協力と奨
学生には家族のような愛情を注いで頂きます
よう、お願い致します。

　今年は、米山奨学生の世話クラブを引き受
けることになりました。そのため、米山記念
奨学事業について理解を深めて頂きたく、卓
話の時間を利用し、説明させて頂きます。
⑴　受入れ奨学生は以下の通り
　・世話クラブ　　三木ロータリークラブ
　・奨学生氏名　　杜　孟澤（ト モンザ）
　・性別／国政　　女性／中国
　・学校／専攻／課程／学年
　　　　　　神戸芸術工科大学／総合アート
　　　　　　／修士／２年
　・現住所　　　　神戸市西区南別府
　・奨学期間　　　１年
　　　　　　　　　（2014/4/1～2015/3/31）
⑵　ロータリ米山記念奨学事業とは
　・民間最大の奨学事業
　・奨学金の種類と採用人数
　・世界平和を願って始まった奨学事業
　・米山梅吉さんってどんな人　　
⑶　データで見る米山学友
　・米山奨学数の推移
　・これまでに支援した奨学生の国・地域
　・世界で活躍する米山学友
⑷　学友なんでも資料館　Ｑ&A
　・出身校Best１０は？
　・博士号取得数は？（国・地域／種類）
⑸　米山奨学金寄付金　クラブ別個人平均額
⑹　DVD上映　ひろがれ！人づくりの輪
　　（ロータリー米山記念奨学事業のいま）

○阪上　栄樹　様
定藤様ようこそ起こし下さいました。当ク
ラブの入会、心よりお待ちしています。
○田辺　朱希美　会員
やっと暖かくなってきました。台湾へ行っ
てきました。｢千と千尋の神隠し｣の舞台に
なった九份にも…
とっても良い所でしたよ！台湾のおみやげ
にごまチョコレートを一つどうぞ！
池田美江様御入会大歓迎です、宜しく！定
藤様もどうぞ宜しく！ニコニコ。

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥785,000円

（寄付・ビジター費等修正　　
田村　久子　記）

◆本日のソング
「Be A Rotarian」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
定藤　繁樹　様（関西学院大学教授）
池田　美江　様（４／１６入会）
阪上　由紀　様（阪上会員の御令嬢）

◆幹事報告
・4／29地区協議会です。出席者の皆様宜しく
　お願いします。
　会議後、“松の屋”交通会館9Fで懇親会を
　予定しています。
・5／18㈰宝塚武庫川RC記念例会出席宜しくお
　願いします。

◆スポット
◯古川会員： 6／22　宝塚高原GCで、大西会
　長杯を開催します。多数の参加宜しくお願
　いします。
　ゲーム後懇親会を予定しています。
◯後藤阪神第三Gr.ガバナー補佐記念ゴルフ大
　会が篠山のジャパンビレッジGCで開催され

　ました。当クラブから那須・古川・田中会
　員が参加しました。

　賞には与りませんでしたが、お土産を沢山
　頂きました（お米2kg、デニッシュ食パン
　約1kg、シュークリーム　5個）。
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所を借りて弁護士事務所を開きます。仕事は
順調に進んでいたものの、個人的な友人を見
つけるのは難しかったようす。「ウィークデ
ーにはがっかりさせられるようなこともたく
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たのです。というのは、仕事が忙しくて、自
分のことなどを考えている暇がなかったから
でした。これに反し、日曜や休日はもの悲し
い日でした。日曜の朝は下町の教会へゆけば
よかったのですが、長い日曜の午後はどうに
もならないほど孤独でした。あの故郷のニュ
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同業の友人に連れられて、郊外の彼の家を訪
れました。夕食後、近所を散歩していると、
友人は店の前を通るごとに、店の主人と名を
呼んで挨拶するのです。これを見ていて私
は、ニューイングランドの私の村を思い出し
ました。そのとき浮かんだ考えは、どうにか
してこの大きなシカゴで、さまざまな職業か
らひとりずつ、政治や宗教に関係なく、お互
いの意見をひろく許しあえるような人を選び
出して、ひとつの親睦関係をつくれないもの
だろうか、ということでした。こういう親睦
関係ができれば、必ずお互いに助け合うこと
になるはずです」と書いています。
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◆卓話

矢野　浩臣　会員

米山記念事業について

　今年はサブ世話クラブの受入れがあります
ので、特別寄付金　１万円／人の御協力と奨
学生には家族のような愛情を注いで頂きます
よう、お願い致します。

　今年は、米山奨学生の世話クラブを引き受
けることになりました。そのため、米山記念
奨学事業について理解を深めて頂きたく、卓
話の時間を利用し、説明させて頂きます。
⑴　受入れ奨学生は以下の通り
　・世話クラブ　　三木ロータリークラブ
　・奨学生氏名　　杜　孟澤（ト モンザ）
　・性別／国政　　女性／中国
　・学校／専攻／課程／学年
　　　　　　神戸芸術工科大学／総合アート
　　　　　　／修士／２年
　・現住所　　　　神戸市西区南別府
　・奨学期間　　　１年
　　　　　　　　　（2014/4/1～2015/3/31）
⑵　ロータリ米山記念奨学事業とは
　・民間最大の奨学事業
　・奨学金の種類と採用人数
　・世界平和を願って始まった奨学事業
　・米山梅吉さんってどんな人　　
⑶　データで見る米山学友
　・米山奨学数の推移
　・これまでに支援した奨学生の国・地域
　・世界で活躍する米山学友
⑷　学友なんでも資料館　Ｑ&A
　・出身校Best１０は？
　・博士号取得数は？（国・地域／種類）
⑸　米山奨学金寄付金　クラブ別個人平均額
⑹　DVD上映　ひろがれ！人づくりの輪
　　（ロータリー米山記念奨学事業のいま）

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月26日

本　日 28

28

1

1

27

27

25

21 4 

92.59

92.59

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

先日、「アジアで最も影響力のある企業
100社」番付が発表されました。調査は
欧州最大のコンサルティング企業ローラ
ンド・ベルガー、英紙フィナンシャル・
タイムズ紙が実施。企業の資産健全性、
成長性、革新力、ブランド価値、世界戦
略、社会貢献など23項目で評価しました。
その結果、第一位は韓国のサムスンが選
ばれました。ところが、上位に韓国企業
はほとんどなく、「韓国は大企業偏重」
となっています。100位までには日本企
業が47社入っており、まだまだ日本はが
んばっています。

○阪上　栄樹　様
定藤様ようこそ起こし下さいました。当ク
ラブの入会、心よりお待ちしています。
○田辺　朱希美　会員
やっと暖かくなってきました。台湾へ行っ
てきました。｢千と千尋の神隠し｣の舞台に
なった九份にも…
とっても良い所でしたよ！台湾のおみやげ
にごまチョコレートを一つどうぞ！
池田美江様御入会大歓迎です、宜しく！定
藤様もどうぞ宜しく！ニコニコ。

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥785,000円

（寄付・ビジター費等修正　　
田村　久子　記）

◆本日のソング
「Be A Rotarian」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
定藤　繁樹　様（関西学院大学教授）
池田　美江　様（４／１６入会）
阪上　由紀　様（阪上会員の御令嬢）

◆幹事報告
・4／29地区協議会です。出席者の皆様宜しく
　お願いします。
　会議後、“松の屋”交通会館9Fで懇親会を
　予定しています。
・5／18㈰宝塚武庫川RC記念例会出席宜しくお
　願いします。

◆スポット
◯古川会員： 6／22　宝塚高原GCで、大西会
　長杯を開催します。多数の参加宜しくお願
　いします。
　ゲーム後懇親会を予定しています。
◯後藤阪神第三Gr.ガバナー補佐記念ゴルフ大
　会が篠山のジャパンビレッジGCで開催され

　ました。当クラブから那須・古川・田中会
　員が参加しました。

　賞には与りませんでしたが、お土産を沢山
　頂きました（お米2kg、デニッシュ食パン
　約1kg、シュークリーム　5個）。
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