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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 識字率向上月間 ～～ 

第 2552回例会 平成 25年 3月 15日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     浅野 洋介 会員 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：先週の土曜日、テレビ東京のテレビチャンピオン

の大食い選手権の決定戦を行いました。このご時世ですので、ウナギで

はなく、地物の野菜を使って作った天丼で競うということになりました。

これを菊屋で調理しました。出場者は女性ばかり 7 名、優勝者は天丼を

17 杯。放映は 31 日です。それと、11 日、国際ロータリー第２７９０

地区が初めて主催する地区 DL（ディスカッションリーダー）メンバー

によるロータリー・リーダーシップ研究会（略称 RLI ）パートⅠ研修が開催されまし

た。とりあえず、2790 地区 RLI の立ち上げが行われるということでご報告いたします。 

 

松田 泰長 会員：私の孫が成田高校でお世話になっておりました。

卒業式は終わったのですが進路が決まっておりませんでしたが、無事

に千葉大学へ決まりほっとしております。 

 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

3月11日は、各地で東日本大震災の追悼行事行われました。

成田でも、新勝寺において 東日本大震災三回忌追悼 全国

災害物故者総供養大法会が行われ私も出席してきました。当

日は、うららかな春日和から一変し、大変寒い中での法要と

なりました。この 3,11 の大震災を風化させないため、当成田

ロータリークラブでも支援の方法を模索してきましたが、諸

岡社会奉仕リーダーの発案で、3 月 1 日の例会で福島県浪江町

から避難されている柴 繁さんと、成田でその避難された

方々のお世話をされておられる赤海運送の赤海社長にお越しを願い、大震災と原発事故の

模様と、現地で今尚、帰りたくても帰れない状況についてつぶさにお話を頂きました。放

射能汚染の威力は計り知れないものがあります。原発被災地では除染作業が行われてはい

ますが遅々として進んでいないようです。そこで、「ロータリーの友」3 月号の「友愛の

広場」で「原発事故放射性物質の簡単な除染法」と題して、福島県 本宮ロータリークラ
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ブの鈴木武司氏の記事が気になりましたので読まれた方もおられるかと思いますが紹介し

たいと思います。 

 

原発事故による住宅、農地、山林などの放射性物質の除染方法には、国が決めた方法が

あるが、削り取った汚染土や伐採した樹木の埋め立て場所が決まらないために進展が遅れ

ている。昨年 10 月に福島県二本松市で、ＮＰＯ地球環境・共生ネットワーク主催のセミナ

ーが行われ、化学肥料や農薬の多用により疲弊した農地の活力を回復するために、琉球大

学の比嘉照夫名誉教授が約 30 年前に農業・畜産用として開発した、有用微生物群（ＥＭ）

液に含まれる光合成細菌が放射性物質を吸着させ、放射線の数値を減らした、という実験

結果が発表された。1 例では全村避難した伊達村のブルーベリー畑でＥＭ液を散布したと

ころ、散布前に 2 万ベクレル毎キログラムのセシュウムを含んでいた土壌が、2 ヵ月後に 5

千ベクレル毎キログラムと７５パ－セント減少したという。 

ＥＭ液は、個人が簡単に培養できるので、費用が安く、ポンプなどで簡単に散布して放

射能線の数値を低くできるし、汚染土の埋め立て場所も不要なので思い立った人はすぐに

除染を始められる。ＥＭ液は、水素イオン指数（ＰＨ）3,5 で人間の皮膚の値に近いため、

触れても安全である。鉄板葺きの屋根は、ＥＭ液で洗ってすぐに水で流す必要があるだろ

うが、比嘉氏によれば、副作用の心配は全くないので大量に散布しても問題は起こらない

とのことである。 

各地のロータリークラブが、ＥＭ液による放射性物質除染の社会奉仕活動を立ち上げて

はいかがだろう。個人の農地、住宅は県内外からのボランティアにもお願いし、国有林は

自衛隊に頼めば多額の国費を使わずに除染を終えることができるだろう。ＥＭ液による除

染は、国が追試もせず使用を認められていないが、福島県庁では追試により「ＥＭ堆肥に

よる放射性物質の農作物への移行の抑制効果」が認められたと発表し、新聞で公表された。

ＥＭ液による除染が大幅に進めば、地元住民や各自治体から報告されるだろう。その結果

を政府が追試をして公認されれば、報道機関も取り上げ世界各地からの見学者も来日し、

観光客の減少に悩むも被災地各地の観光産業にも良い影響をもたらすであろう。 

 

◇ 表彰 

米山記念奨学会 

第 50 回 米山功労クラブ 

 

◇ 委嘱状授与 

米山記念奨学会 

堀口 路加 会員 米山カウンセラー  

（米山記念奨学生 ムンクバトさん） 

 

◇ 委員会報告 

・奉仕プロジェクト委員会  神﨑 誠 委員長 

3 月 17 日（日）成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会が栄レイン

ボーグラウンドで行われます。 
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開会式は８：００ 集合時間は７：４５です。ロータリージャンパー着用でお願いいたし

ます。四十雀の表彰式出席者が少ないので、ご協力お願いいたします。 

また 4 月 1 日（月）奉仕プロジェクト委員会を開催いたします。 

成田 U-シティホテル１８：００～ 

 

・映画「エクレール・お菓子放浪記」委員会   矢島 紀昭 会員 

今月末で退会される工藤会員の送別会を、映画「エクレール・お菓子

放浪記」委員会有志により計画しております。 

３月２２日（金）１８：００ 場所：菊屋 会費：６，０００円  

参加希望の方は矢島までご連絡をお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、3 月 17 日（日）成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会  

場所／栄レインボーグランド 開会式／８：００ 集合／７：４５ 

  参加よろしくお願いいたします。  

尚、当日はジャンバー着用でお願いいたします。 

２、3 月 29 日（金）移動例会 栗山公園 11：30 集合 記念写真を撮り

12：30 米屋観光センターにて点鐘となります。 

３、大相撲 5 月場所（東京）参加費は一人当たり 20,000 円  

早めの予約が必要となります。今月中に必ず出欠の返事を事務局ま

でお願いいたします。詳しい行程については、後日親睦委員会より説明

があると思います。 

 

◇ ポールハリスフェローピン授与 

松田 泰長 会員 

 

◇ 卓話 

【ポールハリスについて】 

近藤 博貴 会員 

卓話の前に、少し余談ですがお話しさせていただきたいこと
が 2 つほどあります。明日の 3 月 16 日というのは、今から
52 年前（昭和 36 年 3 月 16 日）の 1961 年、成田ロータリー
クラブが（今はありませんが）門前の第一信徒会館の 1 階の
会議室で創立総会が行われました日でございます。第 1 回の
例会が 3 月 24 日でした。もう一つは昨年の 12 月に退会され
ました柴田實会員にお会いしてまいりました。柴田さんは現
在、日赤病院の近くにあります“シニア町内会ＮＡＲＩＴＡ
公津の杜”という有料の老人ホームにいらっしゃいます。私
の妻の仲の良い友達が入っておりまして、数年前からたまに
妻と一緒にお邪魔していたのですが、3 月 11 日の日、突然、
妻が友達に会いに行きたいと言い出しました。そして、ホームの玄関を入った時に、「も
しかしたら柴田会員にお会いできるかなぁ」と思い、係の方にお話をしましたらすぐに連
絡してくれ、２階からご夫婦で降りてこられロビーでお会いしました。大変お元気で色々
な話をしてきました。その時に、今日、柴田さんが訳された「ロータリーへの道」の中か
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ら「ポールハリスのことについて話をするから柴田さんを先おいて申し訳ないですが、そ
ういう話をしたいと思います」とお話ししましたところ、ぜひやってくれと言われました。
柴田さんは、今すぐにでもロータリーに出たいようなそんな感じでした。 

 

では、本題に入らせていただきます。 

◎ 私は、平成 22 年春ごろから成田ロータリー・クラブ創立５０周年の記念事業として計

画した「ロータリーへの道」三訂版の校正、装丁などの編集に携わりました。 本日の卓

話では、ポール・ハリスがウォリングフォードで過ごした幼・少年時代の話を取り上げる

ことにしました。ポール・ハリスはこの本の中で自分の悪童ぶり、学校の成績はあまり良

くなかったことなどを書いていますが、彼はかなりの餓鬼大将だったと思います、その積

極性が、後にロータリー・クラブの発想や拡大に大いに役立ったのではないかともみてい

ます。 

 

 

１．「ロータリーへの道」の原題 

 「Ｍｙ Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｏｔａｒｙ」 

  THE  STORY  OF  A  BOY  A  VERMONT  COMMUNITY,  AND  

ROTARY  

 という副題があるように、この本の大部分はポール・ハリスがバーモント州のウォ 

リングフォードで幼・少年時代を送った約１５年間の自伝が中心である。 

２． わがなつかしき谷間へ（本文第１章）  

ウォリングフォードの祖父母のもとへ来た理由は、父の事業の失敗、つまりラシ 

 ーンに祖父から買ってもらったドラッグストアと住宅を手放し、一家が離散する破 

 目になったのではないか。 

３．こどものころのポール・ハリス 

  １８７０年代（明治初年）のウォリングフォードは、鉄道はあったが主な交通機 

関は馬車が中心であった。ポールはよく馬車の下にもぐりこむので、兄のセシルは 

弟を引き出すのに苦労したといい、幼いころから腕白な面があったという。 

４．冬山登山での遭難（第８章 赤毛の親友） 

  祖父母にはハイキングに行くと告げて、冬山登山のルートを探すつもりで同年の 

フェイとベア山に登り、吹雪に遭って道が分からなくなり夜中に家に帰り着いた。 

５．学校をサボる 

  よく「教室脱走」ゲームをやったり、学校をサボったりして、教師や父から罰を 

 受けた。 

６．悪童だったポール（第１０章 悪童連中） 

① 夜間家の窓から抜け出し、悪童のウィリーとともに機関士や助手の目を盗んで、 

機関車のエプロンに乗り、午後１０時３０分ウォリングフォード駅からマンチェ 

スター駅まで行き、午前２時３０分発の機関車で再びウォリングフォード駅へ帰 

り自宅へ戻った。駅間の距離は記載がなくわからない。 

 ② 日曜日教会へ礼拝に行き、ベンチに折り曲げたピンを並べておき、知らずに腰 

  を掛けた大人たちが悲鳴をあげ、近くにいた子どもたちの悪戯と思い何も知らな 
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  い子どもたちを殴った。これを遠くから見ていたポール達は教会を跳びだして、誰も

見ていない場所まで行き腹がよじれるほど大笑いをした。 

７．ポール・ハリスの学歴 

   ウォリングフォード高校を卒業した後、祖父が学費の面倒をみてくれたので、 

  ブラック・リバー・アカデミー、バーモント陸軍教導学校、バーモント大学、プ 

  リンストン大学に在学したが、成績は平均以下で卒業はしていない。 

  １８９１年（明治２４年）６月、２４歳でアイオア大学卒業  

８．祖父母の生活 

   祖父は勤勉で温情家であった。農園を経営し自給自足的な生活をしていた。ポ 

ールの父とは違い、複式簿記が分かり健全な経営をしていた。祖母は小柄でよく 

働き、家事全般に通じていた。 

９．父母の性格 

   父はなかなかの博学で歴史、政治、哲学、宗教、地質学、科学に通じ、新聞記 

事なども書いていた。また発明にこって壁に掛ける新聞掛け、ランプのほやの掃 

除器、鉄道の運賃着服防止装置などを作ったが、あまり売れなかった。しかしな 

がら事業経営の素質はなく、祖父が父に買い与えたドラックストアと住宅を２度 

も手放し、一家離散の原因になった。（1 回目は多分ラシーン、2 回目はウォリン 

グフォードから約４０km のフェアーヘブンの町で家族は再会したが、再び離散） 

 母は教師の娘で美しく化粧をして音楽の家庭教師をしていた。家ではお手伝い 

さんを雇い、家事には向いていなかった。また浪費癖があったともいう。 

10．ロータリー・クラブの発想 

   ポール・ハリスは同業の知人に誘われて、彼の家を訪ね夕食後、２人で町に散 

歩に出かけたが、彼は店の前を通るたびに店の主人と名前を呼び合って挨拶をし 

ていた。ポール・ハリスはこの様子を見てウォリングフォードのことを思い出し 

た。この大都会シカゴで、各種の職業から政治や宗教の立場を離れて、お互いの 

意見を大らかに認め合えるような人を、1 人ずつを選んで親睦団体を作ったらと 

いう構想が浮んだ。彼はこの考えを何年かあたため構想を練った後、1905 年 2 月 

若い実業家 3 人に声をかけて集まった。 

 ポール・ハリスにとっては、ウォリングフォードの町での人々との交流は忘れ 

難い思い出であり、ロータリー・クラブにおける親睦の考え方にも通ずるものと 

考える。 

 最後に「ロータリーへの道」に載っているポール・ハリスの序文のコピーを添 

付したのでご一読ください。 
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ポ ー ル ・ ハ リ ス の 略 歴 

 

 明治元年(1868)  4 月 19 日 ウィスコンシン州 ラシーンで誕生。 

           （ミシガン湖畔、シカゴとミルウォーキーの間） 

明治４年(1871)  ポール 3 歳、兄セシル 5 歳の 2 人は、父の事業失敗のため一家離散、 

バーモント州ウォリングフォード｛札幌市（約 43.5N）と同じ位、 

カナダ国境へ約２００ｋｍ｝の祖父母もとに預けられる。 

           少年時代を過ごしたウォリングフォードでの生活は、成人後のポ 

          ール・ハリスに懐かしい思い出と大きな影響を与えた。「ロータリー 

への道」によると、少年時代はかなりの腕白小僧であった。 

          ウォリングフォード高校卒業後、ブラック・リバー・アカデミー・ 

          バーモント陸軍教導学校、バーモント大学、プリストン大学などに 

在学したが、成績は良くなかったとのポールの記述がある。 

 明治 24 年(1891)  6 月 アイオア大学卒業（２３歳）先輩弁護士の講演を聞いて 5 年 

間(4 年 9 ヶ月)の放浪の旅へ出る。 

           カリフォルニア州ロサンジェルスの L・A 商科大学の教員、デン 

          バーの劇場の俳優、新聞社の記者、牧場のカウボーイ、ホテルの夜 

          警員などの仕事に就く。フロリダのジョージ・W・クラーク大理石 

会社に就職し、ケンタッキー、テネシー、ジョージア、バージニア 

の各州で花崗岩や大理石を販売する。 

           １８９３年３月、ワシントンでグローバ・クリーブランド大統領 

          の就任式を見学する。 

           イギリスに憧れ、牛の係員として輸送船に乗り、ボルチモアから 

イギリスへ渡り、リバプール近郊を見物する。別会社の牛運搬船に 

雇われ再度イギリスへ渡り、ロンドン、ウェールズ地方を見物する。 

           １８９３年シカゴ万国博覧会を見学。同年ニューオリンズの果樹 

          園で働いているとき、大型ハリケーンにあい多くの人々を救助する。 

           再びジャクソンビルのジョージ・W・クラーク大理石店に雇われ、 

南部諸州、キューバ、バハマ諸島を回る。ヨーロッパへ派遣され、 

石材買付けのため、花崗岩の産地スコットランド、大理石の産地の 

アイルランド、ベルギー、イタリアなどを旅行する。 

 明治 29 年(1896)  シカゴにて弁護士開業（２８歳） 

 明治 38 年(1905)  2 月 23 日 最初のロータリー・クラブ結成（３６歳） 

 明治 41 年(1908)  11 月 サンフランシスコに第 2 のロータリー・クラブ誕生 

 明治 43 年(1910)  シカゴ・ブレアリー・クラブのハイキングで知り合った、ジーン・ 

トムソンと結婚する。（４２歳） 

 昭和 10 年(1935)  ポール夫妻マニラ訪問の途次、日本を訪れる。帝国ホテルで月桂樹 

を記念植樹する。 

 昭和 22 年(1947)  1 月 27 日 シカゴにて逝去（78 歳９か月） 
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◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 3月 5日 
ロータリー米山記念奨学会 

2012 年度第 2 回学務・学友委員会 

石橋 菊太郎、設楽 正行 各会員 3月 9日 地区研修セミナー 

諸岡 靖彦、松田 泰長、石橋 菊太郎 各会員 3月 11日 
ロータリーリーダーシップ（RLI）

研究会 

小宮山 四郎、石川 憲弘、平野 省二、遠藤 英一、諸岡 靖彦 

佐瀬 和年、成田 温、山田 真幸、矢島 紀昭、神﨑 誠 

大澤 浩一、近藤 博貴、松田 泰長、佐久間 高直、角田 憲司 

各会員 

3月 17日 
成田ロータリークラブ杯争奪 

サッカー大会 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ３３ ２８ ５４．１％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 
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第６回 成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会 
四十雀チャンピオンカップ大会 

少年サッカー大会 
期 日 平成 25 年 3 月 17 日（日） 
会 場 栄レインボーFC グランド 
主 催 成田市体育協会 
主 管：成田市サッカー協会 5 種部会、4 種部会 
後 援：成田ロータリークラブ 
協 賛：株式会社メガスポーツ 
    スポーツオーソリティ成田店 
事務局：成田市サッカー協会 5 種部会 

開会式 8：00～8：20  
 大会会長挨拶 門馬 紘一 
 大会委員長挨拶 伊藤 博宣 
 大会顧問 小宮山 四郎 成田ロータリークラブ会長 
 来賓挨拶 成田市サッカー協会顧問 宇都宮 高明 
 優勝カップ返還 佐倉ぃ（チャレンジ）NK エミ（エンジョイ）FC ボレイロ成田（少年） 
 選手宣誓 前回優勝チーム FC ボレイロ成田（少年） 
閉会式 成績発表 大会事務局 
 表彰 大会顧問 小宮山 四郎 成田ロータリークラブ会長 
  株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ成田店 
 大会副委員長挨拶 関谷 貴志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


