
●点　鐘　　市原 RC 会長　西村芳雄　

●ソ ン グ　　我等の生業 

●お客様　　（公財）市原市体育協会　

　　　　　　副理事長　常澄忠男様　専務理事　藤田一哉様

　　　　　　市原市楽友協会　事務局　浜中様

●会長挨拶　市原 RC 会長　西村芳雄　

　皆さん、こんにちは。

　テレビ・ニュースでご承知のように、博多駅前の大通りで陥没事故

が発生しました。崩落の映像を見ますと、先の震災ほどではないにし

ても、寒気を感じました。ビルの基礎部分がむき出しになっておりますし、

地震が来たらとぞっとします。３度目の事故とのことですが、２度の教

訓が生かされておりません。私の会社がこのような事故を起こしたら、

信用問題・補償問題などできっと倒産するでしょう。他山の石として会

社経営に努めて行きます。

　本日のお客様については、市原市体育協会の副理事長・常澄様

と専務理事・藤田様が、来年１月に開催される更級旗全国中学校剣

道大会のご案内で来られております。

　また、当クラブの元会員の常泉様が会長を務めておられる市原市

楽友協会の事務局長・浜中様が来られております。浜中様は、１２月

に市原市市民会館で行われる山本監督のコンサートのご案内です。

私達は先日、山下監督の千葉交響楽団のコンサートに行きましたが、

少し違った調べが聞けるのではないでしょうか。

　次は、嬉しいニュースです。市原市では多年に亘り市の振興発展

や公益に功績のあった人を表彰しております。ご存知の方もおられると

思いますが、自治振興発展に尽力されたという事で、三木敏靖会員

が表彰されました。お目出とうございます。

　さて、先週はガバナー公式訪問による市原中央クラブとの合同例会・

クラブ協議会でした。参加された皆さんには、ご多忙の中、長時間

に亘りお疲れ様でした。この公式訪問を最も大きな行事の一つと思っ

ておりましたので、私は会長として失言しないよう、また失敗しないよう

にと色 と々案じておりました。

　しかし、皆様のお蔭げによりまして無事済んでほっとしております。

有難うございました。ガバナーとの例会前での懇談会では、特に会員

増強や五大奉仕について、そして、このたび改訂しましたクラブ細則

の内容について質問があり、例会の回数や他クラブの動向など色 と々

懇談しました。ガバナーは、この時もそうですが、クラブ協議会におき

ましても、委員長の皆さんの発表には真剣にメモを取られておりました

ので当クラブの現在の状況を良く把握されたことだと思います。また、

職業奉仕についての質問、あるいは元気なクラブとはという質問にもガ

バナーなりのお考えを示されたことだと思います。

　そして、ガバナーには多くの事を語っていただいたのですが、参考

にさせていただこうと思ったことを申します。それは、私達ロータリアン

が会員勧誘の時などで少し答えに窮する質問をされます。「ロータリー

とは何ですか。」あるいは、「ロータリーとは何をしている団体ですか」

と。これには、青木ガバナーは次のように答えられているそうです。「価

値観を分かち合う仲間と友好を通じて自らの人間性・人間力を高める

とともに、自らの職業を通じ、また職業経験を生かし、あるいは出来る

範囲で、周りの人の役に立つことをする心がけを持つ人の集まりです」

と。私も質問を受けるような事があれば、このように答えようと思ってお

ります。

　さて、今日のメインプログラムは小池会員の卓話です。

小池会員は今年の夏、奥様とお二人でアメリカ旅行をされました。そ

の折に、シカゴの国際ロータリー本部などを訪問され、また、会長執

務室にも入られたそうです。その体験談などを、本日は語っていただく

訳ですが、大変興味深い話になることだと思います。後程、宜しくお

願い致します。

以上、本日の会長挨拶とします。
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本日のメインプログラム

小池会員による卓話

　今年 8 月11日からの国際ロータリー世界本部見学等を目的としたシ

カゴ視察旅行の記録についてスライドを使用して説明していただきまし

た。

※資料は次ページ掲載いたしました。

お客様よりご挨拶

（公財）市原市体育協会　副理事長　常澄忠男様より平成 29 年 1

月8日・9日に行われる第 11 回更級旗中学校剣道大会への協賛に

ついての案内およびご挨拶がありました。

市原市楽友協会　事務局　浜中様より12 月11日市原市市民会館

大ホールで行われる協会創立 25 周年記念第 41 回市民コンサートの

開催及び招待案内がありました。

委員会報告等

・親睦委員会　山本会員より、１１月１９日に第 3 分区ゴルフ大会およ

び 11 月16日に市原中央 RCとの合同例会が開催されますのでよろし

くお願いします。

◆◇◆◇◆◇ニコニコ・ソーリー◆◇◆◇◆◇

公益財団法人市原市体育協会

　第 11 回更級旗中学校剣道大会へのご協力よろしくお願いいたしま

す。

小池会員　

　準備不足の本日の卓話をご清聴頂きましてありがとうございました。

西村会長・岡本幹事

　市原市体育協会　常澄様、藤田様、市原市楽友協会　浜中様

本日はお越しいただきましてありがとうございました。また小池会員、我々

ロータリアンの聖地であるシカゴ旅行の貴重な卓話をしていただきあり

がとうございました。

■誕生祝　　万崎会員・本郷会員

■結婚祝　　赤星会員・上條会員・深川会員

　　　　　　岡本会員・宮坂会員

■出席報告　前々回確定 100％　本日出席 18 名　

　　　　　　欠席 22 名　本日出席率 47.37％

■点　　鐘　市原 RC 会長　西村芳雄　
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２０１６．８．１０～１５

東京 シカゴ

建築、芸術・文化、摩天楼の街

ロータリー発祥の街



旅 行 の 目 的
一部
１．国際ロータリー本部の見学
２．ポール・ハリス氏の邸宅の見学
３．ポール・ハリス氏のお墓への墓参

二部
１．シカゴ市の歴史と観光

１９００年頃から現代
２．シカゴ食文化



ホテルからの北側の風景



ホテルからの東側の風景



ホテルからの南側風景



一部 （８月１１日）

国際ロータリー本部見学 （エバンストン）

ポール・ハリス氏邸宅の見学

ポール・ハリス氏の墓参

市内観光



１．国際ロータリー世界本部の見学

• 国際ロータリー世界本部

Ｒｏｔａｒｙ International

Ｏｎｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｅｎｔｅｒ

1560 Ｓｈｅｒｍａｎ Ａｖｅ

Ｅｖａｎｓｔｏｎ、ＩＬ 60201-3698

Tel： ＋1 866-976-8279（toll－free）

fax： ＋1 847-328-4101

contact.center@rotary.org

業務時間：8:30am – 5pm （米国中部標準時間）

mailto:contact.center@rotary.org


国際ロータリーの組織
• 国際ロータリー ・・・ ２０００年にＤＬＰ，ＣＬＰを開発推奨 ２０１か国、 １，２３５，１００名

会長 ：会長 ＋ １７名の理事 職員 ８００名 40億円（月）給料

事務総長 ６７億円人頭分担金（年）

理事会 ：ロータリーを未来に導く。 理事会決定は国際大会に提訴により履えせる

管理委員会 ：ロータリー財団の管理と監督を行います

事務局 ：事務総長を中心に会員のサポートに全力を注ぎます

・地区ロータリー （ ＤＬＰ ） ・・・ ２０００年 日本の地区数 ３４

ガバナー :１年間の国際ロータリーの役員 クラブ数 ８３

ガバナー事務所（事務局） クラブ会員 ２，７２９ 名

・ロータリークラブ （ ＣＬＰ ） ・・・ ２０００年 クラブ数 ３５，２４７

会長 同 ２，２６５ （日本）

幹事 クラブ会員 ８７，３７７ 名

理事会

事務局



国際ロータリーの役目

１．ロータリーの目的（綱領）を推進するようなプログラムや活動を

追求しているクラブや地区を支援すること。

２．全世界にわたって、ロータリーを奨励し、拡大し、管理する。

３．Ｒ Ｉ の活動を調整し、全般的にこれを指導する。



http://www.pelican-travel.net/chicago/images/area_map.gif

エヴァンストン

シカゴ

ミシガン湖



エバンストンの泉の広場



ロータリー本部ビル



ロータリー本部の入り口



ロータリー本部のロビー



１８階 会長室、会長エレクト室、事務総長室、財団管理委員会室
会議室、理事・管理者室

１７階 栄誉の殿堂

１６階 受付 ・ ポール・ハリス記念室、 ７１１号室

１５階 事務室

１４階 事務室 ・資料室（図書室）

１３階 資料室（倉庫）

１２～２階 賃貸 ・・・・・ ロータリーの収入

１階 エントランス・ホール

地階 食堂



１８階の見取り図

会長室

副会長室事務総長室

理事会議室・通訳室

図書・資料室

理事会 19名

財団管理委員会13名

各種委員会

東西

理事・管理委員室



ジョン・ジャームＲＩ 会長室





会長室からシカゴ市街を望む



会長エレクト
イアンＨ．Ｓ．ライズリー
オーストーラリア」



事務総長
ジョン．ヒューコ
ウクライナ



歴代ＲＩ会長の写真



理事会室



同時通訳室
同時通訳室から理事席を望む同
時通訳室



ロータリー財団・栄誉の殿堂







ロータリー本部にある711号室











シカゴロータリークラブ創立

１９０５年 ２月２３日

事務所の位置



ミシガン湖



１９０５年 創立時のロータリー事務所

ユニティービル ７１１号室

ガスターバス・シューレの事務所





２０１６年

シカゴロータリークラブ

所在地





シカゴロータリークラブ



３日目

ポール・ハリス氏邸宅の見学

ポール・ハリス氏の墓地見学

市内観光



２．ポール・ハリス氏邸宅の見学

10,856 South Longwood Drive

カムリーバンク





ポールハリス邸の門柱















ポール・ハリス氏の墓地見学
11500 South Fairfield  Avenue  Chicago  Cemetary

ポールパリス

シルベスターシール



https://geo3.ggpht.com/cbk?panoid=oHXNeVBGC4JhlC7-
vHVRPg&output=thumbnail&cb_client=search.TACTILE.gps&th
umb=2&w=408&h=256&yaw=152.20619&pitch=0 ロータリーマークライオンズマーク



https://geo3.ggpht.com/cbk?panoid=oHXNeVBGC4JhlC7-
vHVRPg&output=thumbnail&cb_client=search.TACTILE.gps&th
umb=2&w=408&h=256&yaw=152.20619&pitch=0



ライオンズクラブのマーク



霊 園



ロータリーの墓地



ポールハリスの墓と墓
標



1947年１月２７日ご逝去



・シルベスター・シールの墓標





帰路 シカゴ大学見学

１８９０年 ジョン・Ｄ・ロックフェラーが「中西部にもブラウン大学のような卓越した学問の場
が必要」と莫大な寄付資金の提供をして大学を設立した。

シカゴ中心部から南へ１１ｋｍにあり近くに１８９３年に開催されたシカゴ万国博覧会の会
場がある。

キャンパスの中心部の建物のデザインはオックスフォードや、ケンブリッジ大学を模倣され
ているものが多い。
近年アスレチックジムや、学生寮が完備されました。
学生の事業料は年700万円ほどです。

革新的な大学制度を構築、教育思考から研究思考へ重点を置くため、学生より大学院生
や研究者が多く在籍しています。オバマ米国大統領も在学していた。
数多くの世界的研究によって、今までに８９名のノーベル賞を受賞されています。
日本人では、多くの著名人が留学。南部洋一郎、小柴昌俊先生が受賞されています。









高級住宅の観光

オークパーク見学
シカゴ市街から１９ｋｍ、閑静な高級住宅地
フランク・ロイド・ライト氏（１８６７～１９５９）設計多い

４大建築家
400の作品を残す
日本の帝国ホテルを設計
日本文化を取り入れる









二部 （８月１２日～１３日）

シカゴ市の歴史と観光
1900年から現代

シカゴ食文化

シカゴ旅行



シカゴの歴史
• シカゴのあるイリノイ川河口地点は、古くからインディアン部族の交
易の場として機能していた。

• １６７３年 フランスの伝道師が訪れる。

• シカゴの語源は「Ｓｈｉｋａａｋｗａ」＝（臭いタマネギ）アルゴンキン語族

• １７７９年 ドミニカの毛皮商が入植

• １８０３年 ディアボーン砦の軍事処点作られる

• １８３３年 人口２００人

• １８３６年 ミシガン湖とミシシピー川連結運河建設開始・・土地投機

• １８３７年 市に昇格 ・・・ 人口急増

• １８３８年 ガリーナ・アンド・シカゴ・ユニオン鉄道開通・・・大発展



１８４８年 イリノイ・ミシガン運河が開通
１８４８年 シカゴ商品取引所開設
１８５２年 イリノイ・セントラル鉄道開通

内陸交通のかなめとして発展し、農産物の小麦を東部に輸送
１８５５年 ユニオン・ストックヤード開設（牛の集荷所）

近在に優秀な鉄鉱床があり鉱業が発展
１８６０年 人口６万人に増大、西部最大の都市となる。

リンカーン大統領に当選、政治の主導権を握る
１８６１～１８６５年 南北戦争開始、 ３０万人達成

１８７１年 シカゴ大火事、甚大な被害を受ける。町は廃墟化、
公共施設で残ったのはウオータータワーのみ
家屋の喪失者１０万人
その後の都市計画、再建化の進展を見る
市は木造住宅禁止、煉瓦、い



１８８５年、１８８７年に２つの高層ビル建設、摩天楼の設立ラッシュの先駆となる
１８７３年～１８９６年の大不況中、米国カナダ職能組合統一ストライキ起こる。
１８９０年 シカゴにメーデー起こる
１８９３年 シカゴ万国博覧会開催（コロンブス新大陸発見４００年記念）

アメリカの工業力と先進性の技術が多数披露し、ヨロッパを凌いだ。
白の建築物が多く、ホワイトシティーと呼ばれ、国際的に地位を高め
た
オーケストラホール、図書館、博物館、公園など文化的施設も揃い、
文化都市としても脚光を浴びた。

１８８２年~１９０５年にかけて電力事業が乱立し、低料金の電気が普及した
１９００年 人口１７０万人となり全米第２位の都市となる

これらは皆、富裕層によって生み出された文化で有り、その裏には
格差が拡大し、南西部にスラム化が進んだ。

１９１４年～１９５０年 南部からの奴隷解放者の大量流入したが、人種差別や
低賃金で、新天地の生活も苦しいものだった。

１９１９年の暴動は最悪のものだった



１９２７年 トンプソン市長となり、ギャングと癒着し、アル・カポネが裏社会を支配
１９３１年まで続く

１９２０年 からも建設ラッシュが続く、戦後世界1位のシェアーズタワーが建ち、
今日のダウンタウンが形成されていった、同心円状都市のモデル

1950年～１９７０年 リチャード・デイリー市長の善政で、市街地の再開発、治安
の改善、賃金格差の是正に努め、市政を立て直した。

1950年 人口３６２万人で最高記録。都市圏は増加、市域内は減少気味。
1980年ロスアンゼルスに抜かれ、第３位となる。
これは五大湖近辺の市街地老朽化と製造業の衰退のため。
近郊の半導体、電子機器、輸送機器等の産業が発展し、シカゴは現在
でもアメリカにおける商業、金融、流通の重要拠点の一つとしての地位
を保っている。





１８３３年頃



１８９３年 シカゴバンコク博覧会開催、会場風景

シカゴ大火



シカゴ大火の焼け野原



１９００年頃 シカゴの食肉加工場

1910年頃 シカゴ・カーネギー製鉄所



横断鉄道開通式



サンフランシスコ

ロスアンジェルス

シカゴ

シカゴから西への鉄道網



シカゴ万博会場 １９３３年



シカゴ市内観光

1．徒歩

２．タクシー

３．半日コースのタクシー

４．一日コースのバス

５．フリーツアーの自家用車



ナイトツアー

１．摩天楼（超高層建築）
シカゴは摩天楼の発祥地
１８７１年のシカゴ大火災により焼け野原
市条例にて鉄骨、石造りを奨励、世界の建築家が競って構想ビ
ルを建築、時代を経て超高層ビル群が出来上がった。
色、形等違った造形美を見て回るのも楽しみの一つです。
高層ビルの展望台からの３６０度の見晴らしは素晴らしく、どこ
までも平野が続き、素晴らしいものです。
また日没を境に夜景の光が照らされるのは、驚嘆いたします。





展望台からの夜景



都市計画がよく見えます



シカゴ川の夜景



シカゴブルース店



シカゴブルース店内



一日市内観光（自由行動）

三日目

シカゴ美術館めぐり

摩天楼見学





シカゴ美術館



ダブルデッカーバス



シカゴハーバー・天文博物館から



シカゴの大火で唯一残存した水道塔

水道塔



北・ミシガン通り橋の上から

トランプタワー



超高層ビル群



ＣＴＡトレイン



シカゴの産業

1920年より建設ラッシュが１９５０年頃まで続き、摩天楼を形成してきました。
旧市街地、工業地、新興住宅地と同心円状に都市を打ち立てたことで有名である。

１９５０年～1970年に亘ってリチャードデイリー市長は、様々な有力者の支持を受けて、市街地の再開

発と治安の維持、格差の是正に努め、市政を立て直し、ニューヨークやボストンの経済が陰りを見せ
てもシカゴは悪影響を受けなかった。

１９８０年代からアメリカ経済は全体的に経済不振による影響、五大湖周辺の市街地老朽化と製造業
衰退による人口流出もあり、人口はロスアンゼルスに抜かれ、第３位に落ちるも地位や重要性は全く
低下を見せていない。

近年は半導体や電子機器、輸送機器などの産業が発展しており、中心部も商業、金融、流通、観光
の中心的
働きを果たしています。

日本企業も多く進出しております。



シカゴ摩天楼の夜景



シカゴの食文化
シカゴの料理の特徴は、アメリカという国の他民族性を
反映しています。

角国の移民がアメリカへ持ち込んだ料理が独自の発展
を遂げたケースが多いと思われます。

アメリカの料理からアメリカの歴史や文化を見てみま
しょう。



1970年代から黒人、ヒスパニックの流入が多くみられる





シカゴ料理

・まずい料理から美味しい料理へ

・他民族都市のバラエティーに富んだ民族料理が多い

・日本ではお目にかかれない料理が多い

・量が多い



マクドナルド１号店



シカゴハンバーグ



ケンタッキー・フライド・チキン



フライドチキン



シカゴステーキ



シカゴピザ



寿司



豆料理



ポンキチ（揚げパン）



バーベキューバーベ
キュー
ば



旅行の感想

国際ロータリー本部の見学は、日本人の事務職員の懇切丁寧な説明で大変よく理解が出来ました。
又。ポール・ハリス氏の邸宅や墓地の案内図を作成頂き、ドライバーが理解し易く、無事到達できました。
カムリーバンクの自宅からシカゴロータリークラブへ通い、全米から全世界へロータリーの拡大と奉仕活動
の推進に精励されたことを振り返り、その業績に感謝する次第です。

百聞は一見に如かず、この訪問をご紹介頂いた国際ロータリー日本支部の島村耕介様、見学を引き受け、ご
案内頂いた、同本部の時山玲子様、加藤将史様に厚く御礼申し上げます。皆様にも是非ご見学をお勧めいた
します。

米国、日本のロータリークラブの会員が減少する中、ｸﾗﾌﾞ会員はポール・ハリス氏の意図を汲み、親睦活動
と職業奉仕活動に精励し、良い結果を得て、地域や国内外への社会奉仕活動を通じ、世界平和を育成しなけ
ればならないと思いました。
シカゴ市の観光については滞在時間が少ないことから、博物館とバスによる摩天楼の見学だけでした。

又食文化の多種への挑戦も、事前調査の不足から、２～３の限られてしまいました。現地でのＩホンやパソコン
を使っての調査が出来ればもっと楽しい旅行が出来たことと思います。



ご静聴有難うございました

２０１６．１１．１２．

会員研修小委員会

小池 清二

市原ロータリークラブ
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