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新潟 RC 2 月第 1 例会 (2014.2.4) №3028

(1)

「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

(2) 山本 正治会長挨拶
今日の例会では「ポールハリスはアルカポネと接点があ
ったか？」と題してお話しします。その理由ですが、先週
1 月 28 日の例会で、ポールハリスの命日である 1 月 27 日
を含む 1 週間が「追悼記念週間」でしたので、これに因む
話をしました。その挨拶原稿を作る段階で、ポールハリス
と同時代を生きたギャングのアルカポネの命日はわずか 2
日前の 1 月 25 日であることを知り、そこでこの二人はシ
カゴで接点があったかどうか私の好奇心をくすぐることに
なったからです。
ポール ハリス（1868-1947）とマフィア大ボスのアル カ
ポネ（1899-1947）が生きた時代は、アメリカの歴史上で
最も過酷な時期でありました。１９２０年の禁酒法開始と
ともにマフィアが台頭し、１９２９年にはセントバレイン
タインの虐殺が起こっています。また同年、ニューヨーク
株式の暴落で大恐慌が始まりました。その後、禁酒法が約
13 年、大恐慌が約４年続き、両者とも１９３３年に終わり
ました。
この間アル カポネのいたシカゴはまさに悪の街で
した。２人は政治的にも経済的にも道徳的にも退廃したシ
カゴの同時代を良くも悪くも活躍しました。
ポール ハリスは弁護士として、アル カポネやその仲間
の弁護を引き受けたのでしょうか。私は好奇心にかられイ
ンターネットで検索しました。
ポール ハリスがロータリー
クラブを創設したのは１９０５年で、３７歳でした。アル
カポネは６歳でした。
禁酒法が施行された１９２０年には、
それぞれ５２歳、２１歳です。当時ロータリークラブは創
設１５年目を迎えており、職業奉仕か社会奉仕かで激論を
交わしていた時代です。
アル カポネはギャングの大ボスのジョニー トリノの子
分として既に活躍しており、１９２５年にはトリノに代わ
り暗黒街を支配下におきました。１９３１年は、アル カポ
ネにとって忘れられない年でした。
アル カポネはシカゴ市
内に約２千のスープキッチン（無料食堂）を開設し、失業
した労働者に食事を振る舞いました。しかし同年、アンタ
ッチャブル（連邦捜査局）のエリオット・ネスに逮捕され、
その後１１年の実刑判決を受けアルカトラス島に収容され
ます。３２歳の時でした。

さて二人の関係ですが、私の調査では、弁護士と刑事被
告人として２人が出会った痕跡はどこにも発見できません
でした。やはりマフィアの弁護は彼らの息のかかった弁護
士がするのが当然なのでしょうか。ただ一つエピソードが
あります。アメリカ史上最も有名な犯罪の一つと言われる
「ボビー フランクス事件」があります。被害者の顔とペニ
スを塩酸で焼き消した誘拐事件で、後にヒッチコックの映
画「ロープ」
（1948 年）やトム ケイリンの映画「恍惚/Ｓ
ｗｏｏｎ」
（1992 年）のモデルになった犯罪です。この事
件の裁判が行われた１９２４年、ロータリアンの眼鏡商ア
ルマー コウを出廷させ、
遺棄された遺体の脇にあった眼鏡
を鑑定し、真犯人を割り出しました（田中毅：
『炉辺談話総
集編 No.7』
、2008.）
。
２人に個人的関係はないようですが、シカゴ市内でのロ
ータリークラブとマフィアとの対決は幾つか記録されてい
ます。
国際ロータリークラブ連合会理論教育委員長のガイ ガ
ンディガー（1923 年国際ロータリー会長）はレストラン協
会の道徳律を策定しました。シカゴ市内のレストランはマ
フィアの影響下にありましたが、この道徳律を使って改革
を進めたとあります（出典：同上）
。またシカゴロータリー
クラブの会長を務めたヘンリー チャンバリンが中心とな
ってシカゴ犯罪調査委員会を組織しました。委員の多くは
ロータリアンでした。彼らはマフィアの息のかかった多数
の保釈保証人を告発し、その職から追放したと報告されて
います。
当時のシカゴロータリークラブは、内では職業奉仕の理
念や職業倫理が確立し、社会奉仕かで大論争を繰り広げ、
外ではシカゴ市民のためにマフィア粛清に大活躍をしてい
たと想像できます。ただし次のような記載があります。
「当
時のシカゴクラブが極めて政治がらみの活動をしていたこ
とは否定できません。このことが、まもなく起こる政権交
代による影響を、大きく受けることになります。
（出典：同
上）
アル カポネが死亡したのは１９４７年 1 月２５日、４
８歳でした。ポール ハリスはわずか２日後に死去します。
７９歳でした。生涯を通じて出会いのない２人であったと
思いました。

２月４日 理事会報告 出席者１１名

(3) ビジターの紹介
松本 英明君(浪江 RC９

１ 半期決算について
宇尾野隆会計より半期決算の報告があり、承
認された。

(4) １００％出席バッチの贈呈
鈴木 滋弥君

22 年

２ 前橋ＲＣ創立６０周年記念式典について
４月１２日（土）１５：３０～１９：００
於 前橋商工会会議所会館
２０名出席してほしいとの依頼あり。
会員に案内を出して参加希望者を募る（案内
文に会場の都合上、人数を調整させていただ
く場合があることを明記する。
）
。

(5) 誕生日お祝い贈呈(１０名)
(6) 結婚記念日お祝いの紹介(５名)
(7) 委員会報告
・宇尾野 隆会計より半期決算報告
(8) 各種ご寄付の発表
ロータリー財団寄付発表(樋熊 紀雄委員長)
徳永 昭輝君

３ ２月１７日の合同例会の出席状況
登録者６０名（米山奨学生の劉さんを含む。
）

樋熊 紀雄君

米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長)
徳山 啓聖君
(9) ニコニコボックス紹介（坂本務委員）
・佐野 晃之君 次男にいただいた成人祝いを本人渡しまし
た。そのとき少しだけロータリーの話をしましたが、どうも彼の
頭に残ったのはロータリアンは「どこで会っても『やあ』とい
う」ことくらい。ともあれ私より背が高く成人してくれたことに感
謝し、私も RC 活動の初心に返って取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
・五十嵐 幸雄君 新年会に当り、長寿祝をいただきました。
今朝いただきました。ありがとうございました。
・鈴木 滋弥君 市民大学後記講座が終わり終了レポートの
提出も済み報告会も無事済んで、終了証書がもらえそうでニ
コニコしております。

４ ２月のプログラムの件=承認
２月 ４日 会員スピーチ
「料理研究会レポート」
新潟調理師専門学校 副校長 吉田和弘君
２月１１日 建国記念日につき休会
２月１７日 合同例会 １８：３０～
万代シルバーホテル
２月１８日 振替休会
２月２５日
卓話「愛飲家のための今どき日本酒事情」
尾畑酒造㈱専務取締役
五代蔵元 尾畑 留美子氏
５ その他

(10) 幹事報告(若槻 良宏幹事)
・ロータリー山の会 ウインタースポーツ大会 ご案内
２０１４．０３．０１（土）１７：００～ 懇親会
２０１４．０３．０２（日） ９：００～１５：００ ウインタースポーツ大会
懇親会と宿泊： ローヤル胎内パークホテル

２月１１日は、祭日につき例会は開催致しません。

ウインタースポーツ会場：中条胎内スキー場

２月１７日は

参加費 ：①懇親会＋宿泊＋リフト券：14,000 円、②懇親会
＋宿泊：14,000 円、③懇親会のみ参加：6,000 円
詳細、お申込は２月２０日までに新潟クラブ事務局へお問い
合わせ下さい。

・２月１７日の市内７ＲＣ合同例会の件
現在６０名の登録です。ご返事まだの方は事務局までお願
いします。

(11) 会員スピーチ「男性料理研究会レポート」
新潟調理師専門学校 副校長 吉田 和弘君
(12) 本日の出席率 ８４．４５

％

(2 週間前メーク後 ８９．７８

%)

旧新潟市内 RC 合同例会
１８：３０～ 万代シルバーホテル
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