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四つのテスト  1 真実かどうか   

平成２６年７月８日（火曜日） 

【月間テーマ】 ロータリー親睦活動月間

                                               

☆会長挨拶（☆会長挨拶（☆会長挨拶（☆会長挨拶（前田前田前田前田    昌信昌信昌信昌信））））    

７月５日に開かれた青年会議所主催の第４７回山形ブロック

大会長井大会に行ってきました。１９９９年以来１５年ぶりに

長井で開かれたブロック大会でしたので、当時青年会議所に在

籍していた懐かしさと商工会議所青年部会の会長としてお招き

頂いた忙しさを思い出しました。それにつけても現役は若い、

私たちもあのような時代を過ごしたという郷愁を感じました。

今日はポール・パーシー・ハリスの光と影の部分について話

したいと思います。私の考えていたポールは弁護士でロータリ

ークラブの創設者、そして恵まれとても成功した人でした。と

ころがそれとは内情が違いました。１８６８年４月１９日米国

ウィスコンシン州ラシーンに父ジョージ母コーネリアの間に生

まれました。父は小事業を営んでいましたが、浪費家のせいか

祖父の援助をしばしば頼りました。そのせいかセシルと次男の

ポール３歳をバーモント州のウォーリングフォードの祖父母に

預けられその後めったに両親に会うことはありませんでした。
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７月５日に開かれた青年会議所主催の第４７回山形ブロック

大会長井大会に行ってきました。１９９９年以来１５年ぶりに

長井で開かれたブロック大会でしたので、当時青年会議所に在

籍していた懐かしさと商工会議所青年部会の会長としてお招き

頂いた忙しさを思い出しました。それにつけても現役は若い、

私たちもあのような時代を過ごしたという郷愁を感じました。 

今日はポール・パーシー・ハリスの光と影の部分について話

したいと思います。私の考えていたポールは弁護士でロータリ

ークラブの創設者、そして恵まれとても成功した人でした。と

とは内情が違いました。１８６８年４月１９日米国

ウィスコンシン州ラシーンに父ジョージ母コーネリアの間に生

まれました。父は小事業を営んでいましたが、浪費家のせいか

祖父の援助をしばしば頼りました。そのせいかセシルと次男の

ポール３歳をバーモント州のウォーリングフォードの祖父母に

預けられその後めったに両親に会うことはありませんでした。 

 

また、ウォーリングフォードの小学校とラトランドの中学校で

はいたずら好きの放浪学生で、悪ふざけや授業をさぼる事もし

ばしばでした。ラドローにあるブラックリバー・アカデミーに

入学しましたが、数週間で退学処分になりました。その後、バ

ーモント陸軍士官学校を卒業し、バーモント大学に入いりまし

たが、１８８６年１２月１８歳で地下組織での活動で退学にな

りました。後に無実が認められましたが、ポールは「処分は正

当だった」と述懐しています。１８８７年１９歳のときプリン

ストン大学に入りましたが、次の年祖父が亡くなり大学生活は

中断しました。その後アイオワ大学に入り１８９１年６月２１

歳で法律学士を得て卒業し弁護士になりました。４２歳の時四

か月の交際を経てスコットランド出身のジーン・トンプソンと

晩婚で結ばれました。子供に恵まれず、ポールは１９４７年１

月２７日シカゴにて７８歳で永眠しました。ジーンは１９６３

年８２歳で故郷のエジンバラで亡くなりました。物悲しさを感

じたり、ポールの学生時代を見てみると最初から特別な存在で

は無かったのだなと思いました。

この次はポール・ハリスの光の部分を話したいと思います。

☆幹事報告☆幹事報告☆幹事報告☆幹事報告 
 

・理事会にて氏名公開 東北電力

・2014-2015 第 2800 地区ホームページリニューアル

・米山奨学セミナー 開催の案内（

・7 月 5 日鶴岡市にてセミナーに

 

    前田  昌信           第２８００地区ガバナー   

    渡辺 清隆             第 6ブロックガバナー補佐   

         渡部 保太郎 

：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡

長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  大滝徹 ・ 那須修
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   4 みんなのためになるかどうか 

渡部PGミニ講座 

また、ウォーリングフォードの小学校とラトランドの中学校で

はいたずら好きの放浪学生で、悪ふざけや授業をさぼる事もし

ばしばでした。ラドローにあるブラックリバー・アカデミーに

、数週間で退学処分になりました。その後、バ

ーモント陸軍士官学校を卒業し、バーモント大学に入いりまし

たが、１８８６年１２月１８歳で地下組織での活動で退学にな

りました。後に無実が認められましたが、ポールは「処分は正

当だった」と述懐しています。１８８７年１９歳のときプリン

ストン大学に入りましたが、次の年祖父が亡くなり大学生活は

中断しました。その後アイオワ大学に入り１８９１年６月２１

歳で法律学士を得て卒業し弁護士になりました。４２歳の時四

か月の交際を経てスコットランド出身のジーン・トンプソンと

供に恵まれず、ポールは１９４７年１

月２７日シカゴにて７８歳で永眠しました。ジーンは１９６３

年８２歳で故郷のエジンバラで亡くなりました。物悲しさを感

じたり、ポールの学生時代を見てみると最初から特別な存在で

は無かったのだなと思いました。 

この次はポール・ハリスの光の部分を話したいと思います。 

東北電力(株)長井営業所 五十嵐順子さん 

地区ホームページリニューアルのお知らせ 

開催の案内（8 月 2 日天童ホテル） 

日鶴岡市にてセミナーに 3 名が参加してきました。 

   池田 德博 

   髙橋 敏行 

タスパークホテル℡0238-88-1833 

那須修 ・ 長澤修司 



☆委員会報告☆委員会報告☆委員会報告☆委員会報告 
 

・会員選考・職業分類委員会 専門職に「薬剤師」「主婦（主夫）」が追

加、理事会にて承認されました。 

・親睦委員会 7月 29 日「琴とビールの夕べ」の案内 

・出席委員会 出席規定の作成について 

 

☆活動計画発表☆活動計画発表☆活動計画発表☆活動計画発表    partpartpartpartⅡⅡⅡⅡ    

    

    

 

・クラブ会報委員会       大滝徹会員 

・奉仕プロジェクト常任委員会  渡辺清隆会員 

・職業奉仕委員会        遠藤伴明会員 

・社会奉仕委員会        手塚典雄会員 

・青少年奉仕委員会       佐藤仁会員   

 

☆渡部☆渡部☆渡部☆渡部 PGPGPGPG ミニ講座ミニ講座ミニ講座ミニ講座    

    

 

 ミニ講座ということですが、みなさんの話してもらいたいことがわか

らないので、情報委員の方々、会長さん、幹事さん等からこういうこと

を話してもらいたいと言ってもらえると良いのではないかと思います。 

 今日は最近感じたことを話したいと思います。 

 6 月末に若手社会人と県知事との座談会がありました。男性 15 名、

女性 5名のものでした。 

その中で、あなたがその会社を選んだ理由は？と質問がありました。 

その回答を私なりに 5つに分けてみました。 

１．山形から全国に向けて、人と社会のために○○を作りたい。20 名

中 4 名。 

２．人間性の向上と人格形成を目指す企画風土、会社の雰囲気が良い。

20 名中 2 名。 

３．社長の人格にほれた、社長のようになりたい。20 名中 4名。 

４．山形の良さ、山形の力になりたい。20 名中 9名。 

５．生命に関心がある。20名中 1名。 

 この座談会に参加した会社の社長は全員ロータリアンである。この中

で言っていることはロータリーでいう社会奉仕、職業奉仕の気持ちと同

じであるようでした。 

 

 もうひとつ、去年あたりから震災の復興が遅いと言われている。人手

不足のため遅いようです。 

地元の心の狭さが自分たちの首をしめているのではないか。 

介護の人、医者も少ない。人手不足で中小企業が倒産している。そう

いう時代になったのか。日本は大丈夫か、心配している。 

いろいろとぜいたくを言っていられないとこの頃つくづく思うように

なりました。 

中小企業にとって大変な時代になってきた。心を引き締め、自立の道

を考えていかなければならないのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆次回☆次回☆次回☆次回例会予定例会予定例会予定例会予定    

 

ガバナー公式訪問 

 

☆出席報告☆出席報告☆出席報告☆出席報告    

    

7 月 8日例会 報告者：横澤（寿）会員 

 出席免除会員 出席義務会員 

会員数   29 2 27 (A) 

出席者数  19 (C)  1 (B) 18 

出席率  67.86 ％ C ÷（A ＋ B） 

 

＜ニコニコ BOX＞ 

・前田 昌信 会長 

 青年会議所主催第 47 回山形ブロック大会長井大会に 

出席してきました。 

・菅 滋徳 会員 

  

< 早退届 > 

・渡部 堅一 会員 

・斎藤 慎治 会員 

 

< ご本人誕生日 > 

・齋藤 喜内 会員 31 日 

・齋藤 裕之 会員 7 日 

 

< 奥様誕生日 > 

・塚田 弘一 会員 30 日 

  

< 結婚日 > 

・渡辺 亨 会員 1 日 


