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◎会長報告－鈴木修一郎会長
　皆さん、今日は。11 月に入り最初
の例会になります。先週 11 月 3日は
文化の日で休会でした。今月 11 月は
ロータリー財団月間です。後程ロー
タリー財団小委員長の佐藤英二会員
に卓話をお願いしてあります。新聞

にはＡＰＥＣの記事が掲載されておりますが、アジ
ア太平洋周辺国家の首脳が 13 日から 15 日まで経
済、外交、貿易等について話し合うことになってい
ます。特に関税の自由・撤廃になると輸出関連の企
業には良いですが、実際には農業生産者には非常
に大変な問題になるのかなと私としては感じてい
ます。日本の農業自給率が大変低下して中で関税
自由化になればメリットもあればデメリットもあ
るということを認識しなければなりません。日本丸
の経営手腕が問われる 11 月であると思います。そ
れでは本日のゲストをご紹介致します。第 2530 地
区大橋廣治ガバナーです。後程ご挨拶を頂戴したい
と思います。それから米山記念奨学生朱美善さんで
す。後程奨学金をお渡し致します。それから本日よ
り新たに 2名の仲間が増えましたのでご紹介致しま
す。冨澤藤利さんと坂本博文さんです。詳しくは
推薦の方からご紹介戴きます。私からは以上です。
◎ガバナー挨拶

第 2530 地区ガバナー
　大橋　廣治 様

　皆様、今日は。前回の公式訪問の
際には暖かくお迎えを戴きその上ご
指導を戴きありがとうございました。
御礼を申し上げます。勿来と書いて

「来る勿かれ」と言いますが、良い映画を見た時や良
い本を読んだ時などもう一度見たり読んだりしたく
なるものです。まさに私にとっていわき勿来ロータ
リークラブさんはそういうクラブでございます。今
日お邪魔させて戴きましたら本日 2名の方のご入会
ということで本当に素晴らしいことだと感じており
ます。勿来ロータリークラブさんは第 2530 地区の優
秀クラブに間違いありません。今日入会された 2名

の方も必ずロータリーに入って良かったと思う日が
来ますので 1日も早く立派なロータリアンになって
下さい。また来年お邪魔するのを楽しみにしており
ます。ありがとうございました。
◎米山功労賞授与　
　当クラブの渡邉公平ガバナー補佐と鈴木修一郎会
長に米山功労賞の盾が届いております。折角ですの
で大橋ガバナーよりお渡しをお願い致します。前の
方へどうぞ。

◎米山記念奨学生朱美善さんへ奨学金授与
　と挨拶　
　皆さん、今日は。先月行われ
た地区大会に参加出来て大変嬉
しかったです。今まで参加した
会合とは違って地区大会はロー
タリアンの皆さんが沢山出席されていて驚きました。
また、素晴らしい講演を聞かせてもらい米山奨学生
に選ばれて良かったと思いました。先月末には日韓
文化比較というテーマで講演させて戴きました。改
めて日本と韓国の違う所がこんなに多いことを実感
致しました。これからも一生懸命勉強して両国の役
に立つ人間になりたいと思います。
◎新入会員挨拶－冨澤　藤利様
　私はクレハに入社以来 45 年間勤務
させて戴きました。昨年 6月末に卒業
しましたがその間若い方の育成を行い
永くお世話になったこの地域にソフト
ランディングしようと果樹やしいたけ栽培をやりな
がら地域の為に活動しようと思っておりました。宜
しくお願い致します。
◎新入会員挨拶－坂本　博文
　坂本博文と申します。どうぞ宜しく
お願いします。私と勿来地区のご縁は
平成元年にこうじま慈愛病院の事務局

君が代
ロータリーの綱領　
　　　　　　鈴木修一郎会長

－今月はロータリー財団月間です－

長に就任依頼の縁になります。平成 4年に矢吹病院
へ移り療養型の病院運営をサポートして来ました。
この度入会させて戴くことになり皆様のご指導宜し
くお願い申し上げます。
◎幹事報告－鈴木雅之幹事
・10 月 30 日に行われた高萩ロータリ
ークラブ創立 40 周年記念式典で友
好姉妹ＲＣよりバナーが届いており
ますので前の方へ飾っておきます。
・いわき平中央、いわき平、いわき内郷、北茨城各ロー
タリークラブより 11 月のプログラムが届いており
ますので回覧します。
・当クラブのホームページにロータリー文庫のホーム
ページをリング致しました。ロータリー文庫よりお
礼のメールが届いております。
・いわき経済同友会より講演会の案内が届いています。
・11 月 21 日に行われる 3クラブ合同コンペの組合せ
が届いております。
・本日例会終了後理事会がありますので宜しくお願い
します。
◎各委員会報告
◇出席委員会－髙瀬委員
　本日の出席状況は前頁下記の通りで

す。なお、
本日 2名
会員が増えましたので会
員総数 56 名となりまし
た。それから今日は出席
奨励賞を差し上げます。
後藤泰治会員、吉野文敏
会員前の方へどうぞ。

◇スマイルボックス委員会
　　　　　　　－鈴村副委員長
・いわき勿来ロータリークラブを訪問
メイキャップして。大橋廣治ガバナー
・大橋ガバナーの御来訪を歓迎して。
船橋、鈴村、押田、生駒、遠藤、髙瀬、矢代、後藤、白土、
櫛田、佐藤（英）、濱沖、斉藤、髙木各会員及び渡邉
公平ガバナー補佐、鈴木（修）会長、赤津会長エレクト、
鈴木（雅）幹事
・本日のより入会させて戴きます。冨澤、坂本各会員
・冨澤藤利さん、坂本博文さんの入会を歓迎して。
矢吹、佐藤（次）、押田、生駒、遠藤、川中、児玉、
金成、荒川、林、櫛田各会員及び鈴木（修）会長、
髙萩副会長、鈴木（雅）幹事
・誕生祝いありがとうございました。後藤、佐久間各会員
・出席奨励賞ありがとうございました。後藤、吉野各会員
・しばらく休んでごめんなさい。佐藤（英）、佐野各会員
◇親睦活動委員会－佐藤政司小委員長
　今月の誕生者の会員へ
誕生祝を差し上げたいと
思います。後藤泰治会員、
荒川義次会員、佐久間裕
一会員前の方へどうぞ。
それからクリスマス家族
例会の案内を送りますので出席宜しくお願いします。
◎会員卓話　ロータリー財団委員長

　佐藤　英二小委員長
　「ロータリーの創始者ポール・
ハリスとはどんな人だったか」
　1868.  4.19　父ジョージ、母コー
ネリアの第二子として、ウィスコ
ンシン州ラシーンで誕生

　1871.  7.　破産によって一家離散、兄セシルと共に
バーモンド州ウォリングフォードの祖父母ハワード、
パメラに預けられる
　1871.  9.　小学校入学、ニューヨーク州ケンブリッ
ジで両親に引き取られる。再度破産によって、ウォ

リングフォードの祖父母に預けられる。バーモンド
州フェアヘブンで両親に引き取られる。三度目の破
産によって祖父母に預けられ、これ以降両親とは完
全に別離ラトランド高校入学、ブラックリバー・ア
カデミー入学・同校退学処分、バーモンド・アカデ
ミー（陸軍士官学校）入学同校を優秀な成績で卒業
　1885. 秋　バーモンド大学入学
　1887. 春　暴力事件に関与し、首謀者として退学処
分をうける
　1887. 秋　プリンストン大学入学
　1888.  3.　祖父ハワードの死去によって、経済的理
由で退学する。シェルドン大理石会社就職・給仕
　1889.　デモイン市セントジョン・スチブンスン・
ワイズナンド法律事務所で司法研修
　1889.  9.　アイオワ大学ローススクール入学
　1890.　祖母パメラ逝去
　1891. 春　同大学卒業、直ちに弁護士資格取得
　1891. 春　5年間の愚行開始
　1892.  4.　Old Fifteen St. 劇場舞台俳優
　1893.  3.　大統領就任式見学
　1893.  9.　シカゴ博覧会見物
　1893.  10.　オレンジ畑作業員
　1896.  2.27　シカゴにて弁護士開業
　1898.　ハリス＆ドッズ法律事務所設立
　1899.  9.　ウォリングフォード訪問
　1905.  2.23　シカゴ・ロータリークラブ創立
　1907.  2　シカゴ・ロータリークラブ会長就任
　1910.  7.  2.　ジーン・トムソンと結婚
　1910.  8.15　全米ロータリークラブ連合会会長就任
　1912.  8.  6　連合会会長辞任・終身名誉会長就任
以後1926年まで、ロータリー活動の表舞台に登場せず。
　1912. 秋　シカゴ郊外モーガン・パークに新居新築、
カムリー・バンクと名付けて来訪者を歓迎
　1916.　法律事務所をファースト・ナショナル銀行
ビルに移転して事業拡大
　1919. 夏　母死亡
　1925. 春　ウォリングフォード訪問
　1926.  3.17　バミューダ・クラブ公式訪問。ＲＩ名
誉会長としてロータリーの公式活動再開
　1926.12.　父死亡
　1927.  4.28　ラシーン・クラブ公式訪問
　1928.　自叙伝「The Founder of Rotary」出版
　1928.5.　イギリス・フランス・スイス・オランダ・
ドイツ公式訪問。ウォリングフォード・クラブ認証
状伝達式出席
　1929・1931　病気療養
　1932　シカゴ法曹協会の代表としてイギリス訪問
後、デンマーク・ノルウェー・スェーデン・フィン
ランド・ラトビアのクラブを公式訪問
　1933　バーモント大学より名誉法学博士授与
　1934　イギリス（RIBI 問題協議）南アフリカ公式
訪問帰路、ケベック国際協議会、デトロイト国際大
会出席。「This Rotarian Age」出版
　1935　サンフランシスコ国際大会出席後、ハワイ、
日本（横浜・東京・京都・大阪・神戸）、上海、香港、
マニラ、メナド、オーストラリア、ニュージーラン
ド公式訪問
　1936　パナマ・コロンビア・エクアドル・ぺルー・
チリ・アルゼンチン・ブラジル訪問。帰路、バッファ
ロー・クラブ式典出席
　1937 春　スイス・モントルー国際協議会、フランス・
ニース国際大会出席。会議後イギリス及び周辺の諸
島訪問
　1939　シカゴ功労賞受賞
　1941.  5　ラシーン・クラブ訪問
　1946 暮　病床の中で「My Road to Rotary」完成
　1947.  1.27　逝去。享年 78 歳
　1948　「My Road to Rotary」出版


