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 先般アメリカのニューオリンズを襲ったカト
リーナ・ハリケーンは深刻な被害を同地方にも
たらしました。（次のハリケーン・リタがその被
害を一層深刻なものにしました。）この様な大き
な災害には先方のロータリー関係者に何らかの
形のお見舞いをするのが友情に基づくロータリー
の慣例です。
特に今回はアメリカで災害が起きました。
アメリカのロータリーには日本は過去幾度も助
けられた歴史があります。その事を思う時、その
恩の幾分の一でもお返しする時でないかと思い
ます。
その様な思いを込めてお見舞い金を募ることに
しました。お見舞金はクラブ毎にまとめて地区
ガバナー事務所にお送り戴き（締め切り10月20日）
それを東京のガバナー会事務所でとりまとめて
先方に届ける手筈になっております。アメリカ
特にロータリー関係の日本との深い絆の一端を
参考までに記しておきます。宜しくご配慮下さ
る様お願い申し上げます。

日本のロータリーの発足は1920年（大正9年）
で２年後の1923年（大正12年）関東大震災発生。
東京・横浜壊滅の報が世界中に流れた。RI会
長から2万5千ドルが送られてきて、更にシカ
ゴを始め米英加など17ヶ国、503のロータリー
クラブから当時の金で8万9千ドルもの義援金・
救援物資が届けられた。これは罹災者入院費・
小学校再建・孤児院建設等復興に有効に使わ
れた。これを契機として東京ＲＣと大阪ＲＣ
はロータリー活動に真剣に取り組む様になっ
たという。
敗戦直後の混乱期、酷い飢餓状態で餓死者も
出ていたとき、アメリカの当時のＮＧＯララ
からララ物資という名で約400億円相当の救
援物資が送られて多くの子供たちの命が救
われた。此の金額は当時の日本の国家予算の
３分の１に相当する巨額であった。
平成７年１月の阪神淡路大震災のときには
各国ロータリーより多大な援助を受けた。

災害援助とロータリー災害援助とロータリー

ガバナー
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職業奉仕委員会委員長
北村憲三(砺波ＲＣ)
職業奉仕委員会委員長
北村憲三(砺波ＲＣ)

活発なグループディスカッション活発なグループディスカッション

０４－０５年度の寄付金の集計が発表されています。

「ハイライトよねやま６７号」が届いていますので詳
しいことは米山記念奨学会ホームページをご覧下さい。

米山月間によせて米山月間によせて

Ｒ米山記念奨学会からのお願いＲ米山記念奨学会からのお願い
９月４日（日）石川県地場産業振興センターにおい
て、菊知龍雄ガバナーはじめ、ガバナー補佐、地区
委員、各クラブ委員長７６名の出席のもと職業奉
仕委員長会議が開かれました。佐々木鐵牛カウン
セラーが「超我の奉仕」について卓話され、その後
８つのグループに分かれて「超我の奉仕」「ロータリー
綱要」について熱心なデスカッションが行われま
した。その内容については小冊子にして後ほど発
行する予定になっています。

１０月は、職業奉仕月間です。
本年度のテーマは、超我の奉
仕です。
"SERVECE ABOVE SELF"であ
ります。私流に思いますには、
相手の立場を理解して、自分

がしてもらいたい事を、相手にしてあげることと
思います。そして、ロータリーは異業種の集まり
ですから、他の会員に、敬意を払い、自分を磨くい
い場所です。「四つのテスト」の実践を職業を通し
て、又生き方として改めて考えるいい機会が月間
です。
「職業奉仕」がわからないのではなく、解かろうと
しないのではないでしょうか。ロータリーの１０
１年目に原点にもどり職業奉仕を考えて、身につ
けるいい機会にしていただきたいと思います。各
クラブにおかれましては、委員長さんは、９月４
日の職業奉仕委員長会議で討論された内容につ
いてご紹介ねがいます。

Ｒ米山記念奨学会委員会
委員長

林　和夫(富山みらいＲＣ)

Ｒ米山記念奨学会委員会
委員長

林　和夫(富山みらいＲＣ)

（財）ロータリー米山記念奨
学会が発行した新冊子『米山
学友の群像』に、韓国のHwang 
Saemeeさんの「矛盾から希望
へ」というスピーチ原稿が載っ
ています。彼女は日本に来る

ときに、創氏改名で日本人名がつけられ、日本を
好きになれない父親から、「お前の時代はわれわ
れの時とは違うんだ。森を出て初めて森の形が見
えるのだ。日本には学べることがたくさんある。
いろいろな経験をしてきなさい」と言われました。
彼女は韓国の若者の"歴史教科書問題"に対する
思考や、小さい時から日本文化に接してきた様子
を紹介し、「今の若者は将来の希望です。過去は過
去としてしっかり受け止め、これからは未来のこ
とに関して話し合いませんか。時間は流れていま
す」と語りかけています。米山奨学事業は単なる
経済的支援ではありません。私たちも彼女の提言
に応え、地区内１８人の今年度奨学生と、未来や
世界平和について話し合いましょう。必ず、教え
られることがあると思います。私の６年間の地区
米山委員会での活動から、そう言えるのです。

月信記事はホームページからの抜粋ですので詳細はホームページをご覧下さい。

全国　年間寄付金総額　　　１４億４，３５０万円
　　　会員１人平均　　　　　　　１３，９７５円
　　　全国１位　2590地区（神奈川）         ２６，４０２円

２６１０地区の現状
　　　年間寄付金総額　　　　　　４，１４３万円
　　　会員１人平均　　　　　　　１３，５７３円
　　　過去の累計額　　　　　８億３，５４８万円
　　　全国ランキング　   　　１７位／３４地区
　　　奨学生　　　　　 　１８名（全国８００名）

本年度の当地区寄付目標額は会員１人あたり
　　　　　　　　　　　　     １４，０００円です。
目標達成のため皆さんのご協力をお願いいたします。
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Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者紹介Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者紹介Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者紹介

１０月公式訪問予定・行事予定１０月公式訪問予定・行事予定１０月公式訪問予定・行事予定

敬弔・新会員・退会者敬弔・新会員・退会者敬弔・新会員・退会者

10月２日（日）： 七尾ＲＣ創立50周年記念大会

10月４日(火)： 小松東ＲＣ］・加賀白山ＲＣ

10月５日(水)： 上市ＲＣ

10月６日(木)： 滑川ＲＣ・黒部中央ＲＣ

10月７日(金)： 新湊ＲＣ

10月８日(土)： 小松ＲＣ創立50周年記念大会　※7日(金)ゴルフ大会

10月11日(火)： 輪島ＲＣ

10月12日(水)： 朝日ＲＣ

10月13日(木)： 中島ＲＣ

10月17日(月)： 河北南ＲＣ

10月18日(火)： 南砺ＲＣ

10月19日(水)： 高岡西ＲＣ

10月19日(水)： Ｒ財団第２ゾーンワークショップ　13：50～17：00

10月22日(土)： 地区指導者育成セミナー

10月22日(土)： 地区大会（ホスト:加賀ＲＣ）

　～23日（日）：　　　　　　　　　　　　※21日(金)記念ゴルフ大会

10月26日(水)： 井波庄川ＲＣ

10月27日(木)： 入善ＲＣ

10月30日(日)： ローターアクト指導者研修会

二木　秀樹君　平成17年８月５日（金沢百万石ＲＣ）
小橋　信一君　平成17年８月10日（門前ＲＣ）

■ポール・ハリス・フェロー

大和　謙市君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）  　　　１回目
按察　正敏君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）     　 １回目
山下　正洋君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）     　 ２回目
萬谷　守男君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）     　 ２回目
辻　　治重君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）    　  ２回目
三谷　峻平君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）     　 ３回目
川腰　利榮君　平成17年８月12日（小松ＲＣ）        ３回目

安原　宗信君　平成17年８月１日（黒部ＲＣ）
小浜　裕子君　平成17年８月１日（魚津ＲＣ）
倉　　久俊君　平成17年８月30日（富山ＲＣ）
森口　雅程君　平成17年８月30日（富山ＲＣ）
大岡　澄夫君　平成17年８月11日（富山西ＲＣ）
増岡　伸一君　平成17年８月４日（高岡ＲＣ）
酢谷譲一郎君　平成17年８月26日（高岡万葉ＲＣ）
浅野　博文君　平成17年８月１日（高岡北ＲＣ）
高島　和人君　平成17年８月29日（高岡北ＲＣ）
吉藤　雅人君　平成17年８月24日（金沢ＲＣ）
重松　　豊君　平成17年８月１日（金沢東ＲＣ）
清水　真人君　平成17年８月１日（金沢東ＲＣ）
宮崎　芳弘君　平成17年８月４日（金沢百万石ＲＣ）
中西　良彦君　平成17年８月11日（白山石川ＲＣ）
上田　　真君　平成17年８月18日（小松ＲＣ）
木地　一夫君　平成17年７月２日（七尾ＲＣ）

中田　信子君　平成17年８月11日（滑川ＲＣ）
稲葉　伸一君　平成17年８月９日（富山ＲＣ）
新木富士雄君　平成17年８月30日（富山ＲＣ）
飛見　丈行君　平成17年８月10日（富山中ＲＣ）
大橋　政雄君　平成17年８月11日（富山西ＲＣ）
中野　健司君　平成17年８月４日（高岡ＲＣ）
辻　美也子君　平成17年７月５日（氷見中央ＲＣ）
藤川　正司君　平成17年８月１日（高岡北ＲＣ）
折本　健次君　平成17年８月24日（金沢ＲＣ）
古谷　俊明君　平成17年８月１日（金沢東ＲＣ）
松本　利男君　平成17年８月１日（金沢東ＲＣ）
恒　　邦彦君　平成17年８月１日（金沢東ＲＣ）
尾崎知恵子君　平成17年８月９日（金沢みなとＲＣ）
梶　　志朗君　平成17年８月17日（加賀中央ＲＣ）
村上　正之君　平成17年８月１日（小松シティＲＣ）
波佐谷照悟君　平成17年８月１日（内浦ＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

須加　秀昭君　平成17年８月15日（立山ＲＣ）　　　1･2･3回目
新森慎之助君　平成17年８月19日（高岡北ＲＣ）　　　５回目
玉川　久栄君　平成17年８月１日（金沢ＲＣ）　　　　７回目
浅野　昭利君　平成17年８月19日（白山石川ＲＣ）　　３回目
山本　善昭君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）　　　　４回目
吉田　幸雄君　平成17年８月29日（加賀ＲＣ）　　　　10回目
潮津　　勇君　平成17年８月10日（小松東ＲＣ）　　　３回目
牛村　章雄君　平成17年８月24日（小松東ＲＣ）　　　３回目
中田　武太君　平成17年８月24日（小松東ＲＣ）　　　３回目

■米山功労者（マルチプル）

若林啓之助君　平成17年８月８日（富山南ＲＣ）　25･26･27回目

■米山功労者（メジャードナー）

島倉　敏夫君　平成17年８月３日（黒部ＲＣ）
黒田　　昭君　平成17年８月11日（富山南ＲＣ）
二木　秀樹君　平成17年８月３日（金沢百万石ＲＣ）
高畠　菊丸君　平成17年８月26日（金沢北ＲＣ）
魚住　安彦君　平成17年８月26日（金沢北ＲＣ）
佐藤　正寿君　平成17年８月26日（金沢北ＲＣ）
山本　　進君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）
井野上盛光君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）
荒河　幸夫君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）
田中　昇治君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）
寺尾　一彦君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）

■米山功労者

山本　善昭君　平成17年８月26日（加賀ＲＣ）
番場　幸一君　平成17年８月10日（小松東ＲＣ）

■ベネファクター

■新しい会員の方々

■ご冥福をお祈り致します

笹山　俊彦君（59）
ネッツトヨタ富山㈱代表取締役社長

平成17年８月24日逝去（富山シティーＲＣ）
・在籍8年

ロータリー歴・役職名

砂田　　実君（52）
砂田工業㈱　代表取締役

平成17年８月24日逝去（砺波ＲＣ）
・在籍1年

ロータリー歴・役職名

石﨑　政俊君（58）
志むら乃寿司　代表取締役

平成17年８月31日逝去（魚津ＲＣ）

・在籍1年
・会報委員長

ロータリー歴・役職名

10月1日（土）から２６１０地区ガバナーエレ
クト事務所が下記の通りに開設されますの
でご案内申し上げます。何卒ご指導ご協力賜
りますようお願い申しあげます。

〒933-0912

富山県高岡市丸の内1-40高岡商工ビル911号室

TEL:（0766）29-2610 FAX:（0766）29-2622

午前９時～午後５時 （土・日・祝日は休みです）

E-mail info2006@rotary2610.jp
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610
2005-2006年度ガバナー 菊　知　龍　雄

ガバナー事務所
〒922-0842
石川県加賀市熊坂町ニ55グランドハイパレス901号
TEL(０７６１)７２－１０００
FAX（０７６１）７２－８０８７
URL http://www.rotary2610.jp
E-mail:info2005@rotary2610.jp

 朝夕すっかり涼しくなり、土手のススキ、曼珠沙華がいっ
そう秋の風情を装っています。
ガバナーの公式訪問も皆様方のご協力によりまして順調に
進められております。HPにもその様子を載せていきます。
皆様方の善行を陰徳としないで、それぞれの活動をUPした
いと思いますので、情報をお寄せください。 Interbational District

編集後記

2610地区例会出席報告（８月分）2610地区例会出席報告（８月分）
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