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会場
松戸商工会議所 5Ｆ

『米山記念奨学会を通してロータリーをさぐる』と題し国際ロータリー第2790地区ロー
タリー米山記念奨学会委員会委員長の平野一隆氏の基調講演、そして元米山記念奨学生
現在は東京米山友愛ＲＣの林 志英会員の講演と続きどちらもとても学びになるお話でし
た。また、現在の米山奨学生として6名の留学生が紹介されました。
会の最後では次年度ガバナー補佐、当クラブの渡辺敏弘会員。同じく次年度ホストクラ
ブ会長エレクトとして児山守治会員の挨拶で締めくくりました。
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池田 清会員 私達の結婚記念日をクラブの皆様にお祝いしていただきありがとうございます。
家内は病気中ですが、喜ぶと思います。ありがとうございました。
齋藤和實会員 結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございます。
2月8日で50周年 金婚式です。2人共に健康で日々を過しております。
これからも結婚記念日の回を重ねられる様に頑張りたいと思います。
並木幸雄会員 結婚祝いをいただきありがとうございます。結婚53年 これからも仲良
く元気に過していきたいと思います。
寺川忠男会員 本日は妻の誕生日のお祝い品を頂きまして、ありがとうございます。
2月15日で78才になります。ここで女房へ一句
“頑張れよ！ 米寿迄に！ あと十年！”
吉田俊一会員 結婚祝いありがとうございます。もう何回目か定かでなくなりました。
でも 二人共元気です。女房は今 ベトナムへ行ってます。
渡辺敏弘会員 妻の誕生祝い ありがとうございます。２人合わせた年齢が130歳と
なりました。150歳位まで元気でいられたらと思っています。
齋藤國春会員 誕生日のお祝い ありがとうございます。今年は年男です。5回目と
いいたいのですが6回目です。元気で過せたらと思います。
児山守治会員 誕生日プレゼントありがとうございます。ここで一句
☆ まめまきに 鬼の姿に させられし
髙﨑卓哉会員 結婚記念日のお祝い ありがとうございます。
ロータリーのおかげで記念日を忘れずにすんでいます。
正司 進会員 結婚記念のプレゼントありがとうございます。
アレから45年色々有りました。これからも仲良く元気で5年後の金婚
式をめざします。

社会奉仕基金 2,904円

《会報編集委員》 渕上啓太・小林辰幸・織田 証・大川隆永
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■国際ロータリー会長

田中 作治

■ 例 会 日 - 毎週火曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

得居

仁

■ 例 会 場 - 松戸市根木内249-7

北小金ボウル1F

■第12分区ガバナー補佐

川上 伸夫

■ 事 務 所 - 松戸市根木内249-7

㈱山安 内

■松戸北ロータリークラブ会長 長島 正巳

■TEL/FAX- 047-344-5696 / 047-344-5696

■松戸北ロータリークラブ幹事 髙橋 一彦

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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会長挨拶:
会長挨拶:長島正巳
２月に入り季節外れの温かい日が有りましたが、今晩から天気が崩れ再び大雪になるよう
です。この時期が一年を通じて一番寒い時期ですので、十分気を付けたいと思います。
皆さんこんな話をご存知ですか？
ポール・ハリスの家、別名「カムリーバンク」
ポール・ハリスとジーン夫人は、約40年間、シカゴの南部の自宅にて、シカゴを訪問する
ロータリアンをもてなしていました。夫婦はこの自宅を、ジーン夫人の生まれ故郷であるエ
ジンバラ（スコットランド）の通りの名にちなみ、「カムリーバンク」と呼んでいました。
このカムリーバンクは現在、大掛かりな修復が必要なほど老朽化が進んでいます。
1947年のハリスの死後、ジーン夫人によって売却され、その後個人所有となっていたカム
リーバンクですが、2005年にポール・ハリス・アンド・ジーン・ハリス・ホーム財団によ
り、ネイパービル・ロータリー・クラブの慈善団体から借用した資金で買い取られました。
ホーム財団は、ロータリー創設100周年の年にシカゴを訪れるロータリアンが安全にこの家を
見学できるよう、地下室の床の修復やその他必要な修復作業を行いました。しかし、その
後、修復作業は、一向に進展しませんでした。
ホーム財団は、この自宅を、ハリスが住んでいた時と同じような状態に修復したいと考え
ています。また、ハリスの歴史や写真を展示し、ハリスとロータリーの活動について訪問者
に紹介する計画もあります。
2010～2011年度第6450地区ガバナーであるホーム財団会長、ロバートC、クヌファー・
ジュニア氏は「カムリーバンクは、いわば、米国におけるマウントバーノン（米国初代大統
領ジョージ・ワシントンのプランテーションがあった場所。国定歴史建造物に指定されてい
る）のような場所、つまり、創始者の自宅です。大変貴重な資産として、大切に保存してい
かなければなりません。」と話します。
ポール・アンド・ジーン・ハリス・ホーム財団は、修復に必要な費用や、この家を買い戻
した際のローンの支払い、また家のメンテナンスを恒久的に支援する基金を設けるため、300
万米ドルの募金を集めるキャンペーンを開始しました。
また、クヌファー会長は、この家でクラブ例会を開いたり、また、そのほかの会合を開く
ことも可能になるだろうと話します。
ホーム財団はさらに、カムリーバンク、ハリスの墓、エバンストンの国際本部を巡るロー
タリー歴史ツアーを提供する構想もたてています。
きっと、近い将来、歴史に残るポール・ハリスの家を我々日本のロータリアンも訪問出来
るチャンスが来る事になるのではないでしょうか。
ポール・ハリスに纏わる話がRIのページに記載されましたので、ご紹介させていただきま
した。
以上

理事会報告：
理事会報告：長島会長
１、今月の予定について：ポストボックスに投入済み。
２、地区委員委嘱について：鈴木悦朗会員を地区職業奉仕委員に推薦します。
３、仙台空港ロータリーのバナー広告について：12分区5クラブ不参加の為無し。
４、ロータリー米山奨学生、世話クラブとカウンセラー引き受けの件：13日の
ＩＭ終了後に決定いたします。
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幹事報告:
幹事報告:髙橋一彦
① 例会変更のお知らせ
我孫子ロータリークラブ
2月19日(火)・・・第10分区 ＩＭ及び合同例会
麗澤キャンパスプラザ 点鐘
12：30
② 米山奨学生会・・・確定申告用領収証
③ ロータリー財団・・・
〃
④ 大多喜ロータリークラブ50周年記念 3月5日・・・登録 ＰＭ 1：00
九十九里ヴィラそとぼう 5,000円
⑤ スピーチコンテスト 2月16日(土) 会場 12：30
⑥ ロータリー手帳
希望者確認 1冊 630円
⑦ ＩＭ・合同例会
2月13日(水) 昼食 11：30
点鐘 12：00

指名委員会報告：
指名委員会報告：並木委員長
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（クラブ奉仕委員長）

（社会奉仕委員長）
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２月 諸事お
諸事お祝い
・結婚記念日・
吉野正一会員 2月 1日
斎藤和實会員 2月 8日
吉田俊一会員 2月 13日
池田 清会員 2月 16日
正司 進会員 2月 18日
髙﨑卓哉会員 2月 23日
並木幸雄会員 2月 25日
・会員誕生日・
森谷充伯会員
2月 1日
児山守治会員 2月13日
斎藤國春会員 2月21日

・ご夫人誕生日・
寺川忠男会員（トミ様） 2月15日
渡辺敏弘会員（悦子様） 2月19日

