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”それでこそロータリー”Song

Attendance

７８名 ８名 ８７．５％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。今から56年前の1959年10月26

日、第５ロータリアンと言われたハリー・ラグルスがその

生涯に幕を下ろしました。ミシガン州出身でノースウェス

タン大学を卒業し、第２回目の例会からロータリーに加わ

りました。６回目の例会が５月14日にハリー・ラグルスの

印刷所で開催されました。５月の月末には会員は19人に、

年末には30人のクラブへと発展します。彼はチャールズ・

A・ニュートン、ウイリアム・R・ネフと共に初期のシカ

ゴクラブの管理権を握った親睦派の大立者であり、終生ポ

ール・ハリスの政敵でありました。パイオニア・ヴェテラ

ン6名（2回目までの例会に参加した人）の中で、大学を出

たのはポール・ハリスとハリー・ラグルスの二人だけでし

た。彼は一見、杓子定規な融通のきかない男でありました

が、クラブの親睦を守るために、ロータリーソングの慣例

を作り出したことでも有名でありました。1908年親睦・

互恵派の旗頭であるハリー・ラグルスは、自派の勢力拡大

、 、を計り シェルドンとチェスレイ・ペリーをクラブに推薦

二人が入会しました。しかし二人はハリー・ラグルスに同

調せず、ポール・ハリスの片腕となり、シェルドンは奉仕

理念の提唱者として、ペリーはロータリー組織の建設者と

して協力をしました。ポール・ハリスが３代目の会長を終

え続いて４代目の会長に就き、シカゴ市内に公衆便所設置

運動を行います。これは親睦一辺倒だったロータリーが初

めて行った奉仕活動であり、親睦と奉仕を巡ってシカゴ・

クラブは大揺れに揺れることになり、奉仕派vs親睦互恵派

の対立となります。当時のシカゴ・クラブの会員数は150

名前後でしたが、新しい会員の大部分は親睦と互恵を目的

に入会したものであり、そこに初めて奉仕という概念が導

、 。入されたのですから 混乱が起こるのは無理もありません

ポール・ハリスの方針に積極的に賛同したのは、シルベス

ター・シール、ドナルド・カーターや、アーサー・F・シ

ェルドンなど少数派であり、クラブ内で圧倒的多数を占め

ていた〔親睦・互恵派〕との間で繰り広げられた論争の激

しさは、想像を絶するものだったらしく、遂にシカゴ・ク

ラブを拠点としたロータリー活動を断念したポール・ハリ

スは健康が思わしくないことを表向きの理由にして、二期

目の任期途中で会長を辞任し、シェルドンは宣伝拡大委員

長罷免となりました。シカゴロータリークラブのメンバー

１１月 ９日（第２１３０回）Today

担当 東海広光 会長

演題 クラブアッセンブリー

地区大会報告

１１月１６日（第２１３１回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「うらばなし」

宮本 忠博氏



。 、は躊躇なくハリー・ラグルスを会長に選びました 彼こそ

ポール・ハリスが「奉仕 「奉仕 「世の為、人の為」とば」 」

っかり一生懸命になってクラブの雰囲気が砂をかんだよう

になった時、それに水をかける為に歌って「親睦」を取り

戻してくれた人でした。そしてラグルスはシェルドンの後

継者としてチェスレイ・ペリーを選任いたしました。とこ

ろがシェルドンの後任に座ったチェスレイ・ペリーは結局

シェルドンのやった事と同じことをやり始めたのでした。

1908年からの２年間に15の子クラブを誕生させたという

功績にもかかわらず、クラブの親睦は再び崩れる事になっ

てしまったのです。晩年にカルフォルニアに隠退した後も

近隣のクラブから卓話に呼ばれると、指揮棒を持って喜ん

で出席したと伝えられています。1959年の今日、南カリ

フォルニアのキャシードラルRCの卓話者として訪問途中に

死去いたしました。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次週11月2日は定款による休会です。次回例会は11

月9日（月）になります。

２ 10月31日（土 ・11月1日（日）は地区大会です。）

出席義務者の方はお忘れなきようご出席下さい。

３ 第5回定例理事会のご案内

日時 11月9日（月）13:45

場所 アイリス

卓 話

「四季の会」

山田幸治君

今日は海外旅行の話をさせて戴きます。今月17日、地中

海クルーズから帰国しました。バチカン市国、チンクエテ

ッレ、カンヌ、マヨルカ島、バルセロナ、ヴァレッタ、コ

ルフ島、シチリア島、ナポリ、ポンペイ等13日間でした。

帰国後、疲労により風邪を引きました。まだ、治っていま

せん。

今までに旅行した中で 「もう一度行きたいところ」はイ、

グアスの滝です。イグアスの滝はブラジルとアルゼンチン

にまたがる世界最大の滝です。幅は約４㎞に亘り、アルゼ

ンチン側の「悪魔ののど笛」はヘリコプターで見るのが最

高です。航空機はブラジルのヴァリグ航空でしたが今はあ

りません。1997年8月、機長席に座って写真を撮して貰

いました。

イグアスの瀧 悪魔ののど笛

行きたかったが行けなかった所は、ベネズエラのカナイ

マ国立公園にあるアウヤン・テプイ（悪魔の山）です。エ

ンジェルフォールです。5～6年前にエンジェルフォールの

滝の落ち口に行く方法が分かりました。徒歩で片道15日、

往復30日です。その時、75歳でした。1ヶ月分の食料や

寝具を持参するのと、ポーターが30人位必要です。そんな

膨大な費用は払えません。エンジェルフォールは落差979

ｍ。滝壺はありません。1936年ジミイ・エンジェルが発

見したのでエンジェルフォールです。もう一つはガラパゴ

ス諸島です。

ダラス国際大会に参加した後、コロンビアとメキシコに

行きました。1982年６月、初めて機長席に座ったが、同

行の方々は信用してくれませんでした。

一番沢山乗った航空会社はKLMです。KLMオランダ航

空はビジネスに乗ると、キャラクタリスティック・オール

ド・ハウスを一人1ヶくれます。古いオランダの家の形を



したジンのボトルです。60ヶ貯まりました。

キャラクタリスティックオールドハウス

LHのビジネスに乗った時、乗客は１人でした。パーサー

がドイツ語で話かけます。最初はドイツ語で返事をしてい

たが、面倒になり「イッヒ シュプ ラッハ ドイッチ

ェ ニヒト（私はドイツ語を話しません 」彼は自分の日本）

語が流暢で、日本人より上手だと言いたかった様です。

３年前カナダに行ったとき、日本航空のファーストクラ

スに乗りました。

良く出掛けた所はカナダ、オランダ、ベルギー、フラン

ス、オーストリーです。最も好きな街はベルギーのブルー

ジュです。何が良いかと言うと、鐘楼から見る中世の町並

みとカリオンの音色です。366段の螺旋階段は最初は石で

出来ていますが、途中から木製に変わります。階段は狭く

てコーナーでないとすれ違いは出来ません。ボートによる

運河クルーズは約30分です。馬車で中世の町並みを巡るこ

とも出来ます。ブルージュは英語のブリッジです。

カナダのハローウィン

カナダは東に位置するケベックから西のヴィクトリアま

で、大都市は全て訪問しました。秋は紅葉を見ながらセン

トローレンス川に沿って、ローレンシャン高原を経由して

ナイヤガラの滝まで800キロを旅しました。また、ヴィク

トリアのブッチャートガーデンの日本庭園の紅葉は最高で

す。夏にはナイヤガラの滝を米国側に行き、ケイブオブザ

ウィンドゥを下に降りて、木製の階段を上がったり下がっ

、 。たり アメリカ滝を頭から被って楽しく遊ぶのが最高です

また、夏にはバンクーバーからキャピラノの吊り橋に行く

のも良いです。アサバスカ氷河やペイトレイク、レイクル

イーズ、エメラルドレイク、モレーンレイクなど枚挙に暇

がありません。春はバンフの街も良いです。

ケベックの紅葉

ウイーンにも良く行きました。シェーンブルン宮殿、市

庁舎、ホーフブルク、アンカー時計、シュテファン寺院な

どです。ベルベデーレ宮殿の4人の彫像が大好きです。ザ

。 。ッハートルテは必ず食べます オペラRCは夏の間休会です

天文時計はスイスのチューリッヒ、ドイツのミュンヘン

にも有りますが、プラハの天文時計が気に入っています。

2009年には5回も毎正時のショウを見ました。

クルーズは最初アドリア海エーゲ海クルーズ、２回目は

バルト海クルーズでした。３回目は最初にお話しました、

地中海クルーズです。クルーズで最も印象に残ったのは、

ベネチアの出航、アルベロベッロ、ドブロブニクです。

ジベルニーにあるクロード・モネの館と庭園にも何回か

行きました。パリからバスで１時間半です。６月に行けば

。 、睡蓮も咲いています クロード・モネの睡蓮の大作8枚が

パリのオランジュリー美術館にあります。ここには印象派

の作品も多数あります。現在、大きな美術館で写真が写せ

るのは、パリのオランジュリー美術館、ウイーンの美術史

美術館とベルギーの王立美術館などです。



モネの睡蓮の池

ロシアにも出掛けました。赤の広場にある聖ワシリー寺

院は逆光で撮すとシルエットしか写りません。日本の方は

順光で写る場所まで行かない人が殆どなので吃驚です。武

器庫も素晴らしい宝石の館ですが、近年撮影禁止となりま

した。サンクトペテルブルクはソ連時代、レニングラード

と呼ばれていました。私がサンクトペテルブルクで最も好

きなのは、ピヨートル大帝夏の離宮です。エルミタージュ

美術館やイサク寺院も素晴らしい。

聖ワシリー寺院

まだ、時間があれば、オランダのキューケンホフ公園や

ヴィクトリアのブッチャートガーデンの話をします。

海外ではタクシーに気を付けよう。住所を書いた紙を見

せると良い。

ダラス大会の時、マイアミでひどい目に遭いました。

パリのピラミッドパレスに定宿があるのでピラミッドパ

レスの場所を説明すると安く行けます。ホテルの名前だけ

を告げると迂回して高い料金になります。

旅に出るとビデオを撮影するので、ツアー旅行ではいつ

も一番最後で小走りです。また、帰国してからパソコンで

の編集に何ヶ月も掛かります。ハイビジョンのビデオカメ

ラになる前のテープの映像を、現在のテレビで見える様に

再編集してBDに直すと100歳まで掛かります。

親睦活動委員会

１１月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

河瀬 文一 Ｓ.11.11.5 水野 久子 S.4.11.18

北野 庸夫 S.16.11.20 光岡 禎子 S.17.11.18

敬称略 上田 弥生 S.29.11.1

立松 瞳 S.43.11.7

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 ９

「木田八剣社湯の花神事 －あま市木田－」

湯の花神事とは神前で湯を沸かし、その湯を神に奉納す

る神事で、今も全国的に行われるもののひとつです 「湯立。

て」とも呼ばれこの地域でも盛んに行われてきました。こ

こ木田八剣社の湯の花神事は、江戸時代より受け継がれた

スタイルを忠実に継承するもので、この神事のためだけに

本殿前に深さ130㎝ほどの穴が掘られ、湯釜を据えるため

のクドが築かれます。もちろん重機は使わず全て手作業で

す。湯釜は八剣社の五祭神にちなんで五つあり、いずれも

享和2年（1802年 、村人が五穀豊穣を願って奉納したも）

ので、20数名の名が釜の鍔部分に鋳出されており、なかに

は国学者の大館高門の名も見ることができます。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・児玉君、高山君、昨日は有り難うございました。

・WFFご参加の皆さん、お疲れ様でした。大竹敬一君、黒川君、北島君、中西君、西尾張分区担当ブースのお手伝い、有り

難うございました。

・お陰様で（有）東海自動車サービス創業60周年 （株）東海保険工房創業10周年を迎え、感謝祭を開催することが出来ま、

した。皆様のご支援に感謝でございます。有り難うございました。

西川広樹 副会長

・11月20日ゴルフ部会、沢山の参加をお願いいたします。

児玉憲之 幹事

・山田幸治君、本日の卓話、楽しみにしています。

・WFFに参加の皆様、お疲れ様でした。

山田幸治君

・卓話をさせて戴きます。

・地中海クルーズに行って来ました。

渡辺 均君

・皆さん、お久しぶりです。人口4,500人位の小さな村の商工会会長職を拝命したら、なんと充て職が10職位有り、いつ

もバタバタしており、あまRCの皆さんにご無礼しております。やはりたまに出席しても、和やかで良いクラブですね！東

海会長、ご苦労様です。

中西 巧君

・横浜のマンション不同沈下事故の余波で、東海地区の戸建て住宅のお客様より調査依頼が殺到しております。家の傾きは

健康にも悪影響を与えますので、ご心配の方はお声をかけてください。

・ワールドフードふれ愛フェスタに参加された皆様、お疲れ様でした。ホットドッグ販売の呼び込み営業を楽しく行いまし

た。家族も1日中楽しませて頂きました。

高山 敏君

・渡辺君、甥っ子の住宅では大変お世話になりました。素晴らしい建物を造って頂き、心より感謝申し上げます。

・東海会長、会社創立60周年おめでとうございます。

田中正博君

・例会に来る途中、4重追突の事故を見ました。交通事故に遭わないよう、十二分に気を付けましょう。

青本道春君

・横井君、施設のお祭りに大治太鼓紹介、有り難うございました。

後藤袈裟美君

・ニコボックス委員会の皆さん、何時もご苦労様です。

後藤 眞君

・津島RCメイクアップ行って来ました。

家田安啓君

・WFFでは、息子と家内が楽しませてもらいました。有り難うございます。

稲垣秀樹君

・家族で歌舞伎を観に行きました。幕間で弁当を子供に食べさせていたら、隣のご婦人から「おじいちゃんから食べさせて

もらっていいわねぇ 「パパです」と言ったら無言になってしまいました。」、

板津和博君

・昨日ワールドフードふれ愛フェスタに行って来ました。楽しかったと言うより、子守で疲れました。

伊藤英毅君

・四季の会の話の時間を頂きました。代表で山田幸治君のお話をしていただきます。よろしく。

川口信義君

・昨日の詩吟大会では後藤袈裟美君、光岡君、北野君、お疲れ様でした。

水野 眞君

・岡崎銀の鈴合唱団に応援出演。満員の客で嬉しかったです。



大西晃弘君

・ニコボックス委員の皆様、何時もお疲れ様です。

山田尊久君

・今朝、学戸小学校へ学校訪問に出かけました。校長室入り口に、あまRCが寄贈した山田耕筰作曲の校歌のレプリカがあり

ました。そして平成19年11月7日の新聞には、当時の伊藤英毅会長が全校生徒の前で贈呈している写真も、額に納めら

れて掲示されていました。

投函件数19件 合 計 ５７，０００円


