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Interbational District

　今年(2005)６月シカゴ国際大会の折、ポール・ハリ
スの旧跡を訪れた時の事である。旧宅に着いて閉まっ
ている門の外で何処から中に入れるかと戸惑って居
た時、何処からとも無く見知らぬ人が現れて、我々の
世話を焼き始めた。聞くと、その付近に住むロータリ
アンで、我々の見学があると聞いて、誰に頼まれた訳
でもなくて自発的にボランティアとしてお世話に来
たということであって、取りあえず門を開けて敷地
内に我々を誘導してくれた。その旧宅は記念館とし
て保存すべくロータリー有志の設立した基金で買収
されて間が無く、シカゴ大会に合わせて、３～４日前
にグレン・エステス会長(当時)を迎えて会館式をし
たばかりであり、未だ前住者がそのまま住んでいる
状態であった。何も知らない我々がどかどかと押し
かけても（記念館として整備され正式に公開された
後ならいざ知らず）勝手には踏み込めない状況で、わ
れわれも諦めて外観を見るだけで帰ろうとしたがそ
の人の交渉で内部まで入って見学する事が出来た。
其のときは奇特な人がいて助かったと思ったがそれ
だけで、後は別に気に留めなかった。其の後、墓参り
をすべく墓地に着いた時又別の見知らぬ人が現れて
何くれとなく墓参の手助けをしてくれた。やはり近
所に住むロータリアンで我々の墓参りを知って世話

するべく記帳用具等の墓参の為の小道具も持ってき
たということであった。その物腰・態度からその方は
ポール・ハリスに深い尊敬の念を抱いておられ、この
様なボランティア行為も其の畏敬の念から当然･自
然の事として出てきたものと言う事がうかがえた。
そして、旧宅見学のときに現れた方も同じ動機であっ
たと遅まきながら気が付いた。その後良く注意して
見るとアメリカのロータリアンには、ポール・ハリス
を深く尊敬し私淑している感じの人が結構多いよう
であった。その様な経験からポール・ハリスの言行を
見直してみると予想以上に人格者であり、高い見識
を持ち、そして一生住んでいた陋屋（カムリーバンク
の家）を一見しただけで高潔な人である事も判った。
ポール・ハリスの名前があちこちで引用されるのは
単に創始者であったが故だけではなく、彼が立派な
指導者として尊敬されているからである。ポール・ハ
リスがロータリアンから尊敬され慕われる現象はア
メリカでは未だはっきりある様であるが、日本では
今では殆んど見られない。日本ではロータリー組織
に対する思い入れが前景に出るが、アメリカではポー
ル・ハリス個人にたいする畏敬の念が前景に出てい
る事が多いように感じる。
ポール・ハリス自身は其の著"This Rotarian Age"

（米山梅吉訳"ロータリーの理想と友愛"）において次
の様に述べている。「この（ロータリー）運動が三十年
という短い年月をもってかくまで進展してきたとい
う事実は、詰まる所それが徐々に集積して来た幾多
の力の総合的結果であることを示すもので、けっし
て1人または数人の思い付きというようなものがも
たらし得る所ではない。地震や噴火がそれらの任意
におこる現象にあらざるごとく、この種の運動もま
た任意に展開し得る性質のものではない。」誠にその
通りであろうが、ポール・ハリス自身の高潔･高邁な
存在がロータリーの方向付けとその後の発展に大き
く関わっていると私には感ぜられる。その様な観点
から次回以降機会があればポール・ハリスの言行を
少しでも紹介してみたい気持ちである。

ポール・ハリスについてポール・ハリスについて

ガバナー

■2610地区ホームページアドレス http://www.rotary2610.jp/
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この度、ガバナー会よりロー
タリー100周年、大阪国際
大会開催記念として、写
真のような素晴らしい地
区旗が寄贈されました。
地区の行事に活用してい
きたいと思っています。

２００８～２００９年度
ガバナー・ノミニー候補推薦のお願い

地 区 内 各 ク ラ ブ は 、R . I . 細 則 第 1 3 条
（13.020.3.030.1）によりガバナー・ノミニ
ー候補者として最適任者の会員を推薦するこ
とができます。候補者が別のクラブの会員で
あっても推薦できます。
同細則をご参照の上、地区ガバナー指名委員
長（ガバナー事務所内）あて、2005年12月28日（水）
までに推薦してくださるようお願い申し上げ
ます。
なお、地区ガバナー指名委員会が地区ガバナー・
ノミニー候補者の選択を行うにあたっては、
その選択の範囲はR.I.細則第13条（13.020.4）
で規定される通り、地区内クラブによって提
案された指名に限定されるものではありませ
ん。あらかじめご了承ください。

2610地区旗が送られてきました2610地区旗が送られてきました

ガバナー・ノミニー候補推薦のお願いガバナー・ノミニー候補推薦のお願い

　９月は新世代月間ですが、国
際ロータリーの活動でも大きな
分野として育っております。ロー
ターアクト活動はＲＩのプログ
ラムの中でも大きな実績を挙げ
ており、世界レベル・日本レベル
でも活動を続けております。次
世代の有能な青年層を育成する為、
地域の問題を見つけ出して活性
策を実行する為には、ロータリー
クラブとローターアクトの連携
と活動が必要で有効であると思
います。地区内のRCにはローター
アクトを提唱されていないクラ
ブの方が多いかと思いますが、ロー

ターアクトの会員は広い範囲に住んでおりますので、近
隣のローターアクトに声をかけて頂ければ一緒に活動す
る事も可能かと思います。
当地区でも、ロータリークラブと同じく会員減少が大き
な問題となっております。昨年度は残念ながら１クラブ
が解散してしまい、今年度は15クラブ、160名程度でのスター
トになりました。会員が30歳で卒業してゆくローターア
クトの活動を維持するためには、各クラブで15-20名の会
員が適切とされていますので、ロータリアンの方々から
は是非とも子弟や、会社の若手社員を派遣して頂くよう
お願い致します。
　2007年の3月頃にはローターアクト全国研修会を当地
区がホストすることが決まりました。こういったイベン
トを実行してゆくことでアクトの会員も成長してゆくと
思いますので、何かとご指導ご協力をお願いします。

"空き缶クラブ"から脱皮した
　　　　インターアクトクラブ
　教育荒廃の立て直しの切り札
として奉仕の理念が導入されて
10年、今やその実践活動が修得
単位として認定される時代とな
りました。
この地区にインターアクトが誕
生したのが40年前、当初は"空き
缶クラブ"と友達から揶揄され
ておりました。然し先輩各位の
地道な努力のお陰で学校の生徒
会活動として認められ、現在18
クラブがそれぞれ独自の活動を
展開しております。災害時の募

金活動に始まり、運動靴を集め必要とする国へ送り、ペッ
トボトルにチューリップを植え、老人ホームを慰問したり、
ケナフを栽培し紙にする活動を紙芝居にし環境保護を訴
えたり、或いは又雪の通学路を確保したりなど、実に多彩
であります。我々が声高に口にする奉仕の理想を彼らは
ごく自然体で体現しているのであります。
インターアクト活動そのものは学校側に一任されており、
ロータリー側は助成するのみというのが建前であります。
いわゆる間接関与であります。従いまして壁の向こうの
活動が見えにくく、"何をしとるんじゃら…"と疎遠にな
りがちであります。然し壁の内側に入って眺めますと、顧
問の先生方は確固たるボランティアの理念を持って指導
にあたっておられ、この点において打算で動きがちな我々
をはるかに凌駕しておられます。金銭的な助成をするだ
けではなくもっと意見交換の場を持つべきであると思う
のであります。
いずれにいたしましても指導される先生と活動する生徒、
そしてそれをスポンサーするロータリー、この組み合わ
せは絶妙なものがあります。今後共三位一体となって活
動してまいりますので、インターアクトをロータリーファ
ミリーの大事な一員として末永くご支援賜りますようお
願い申し上げます。

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。

＝詳細は各事務局へ送付致します＝



地区大会だより地区大会だより

( 3 )■2610地区ホームページアドレス http://www.rotary2610.jp/

Interbational District

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER
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９月公式訪問予定・行事予定９月公式訪問予定・行事予定９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

９月１日（木）： 能都ＲＣ

９月３日(土)： 社会奉仕委員長会議

             Ｒ米山記念奨学会カウンセラー研修会

９月４日(日)： 地区職業奉仕委員会

              職業奉仕委員長会議

９月５日（月）： 新湊中央ＲＣ

９月６日（火）： 白山ＲＣ

９月７日（水）： 内灘ＲＣ

９月８日（木）： 加賀ＲＣ

９月９日（金）： 穴水ＲＣ

９月10日（土）： ロータリー財団セミナー 

９月11日（日）： 第１回ＧＥＴＳ

９月12日（月）： 金沢香林坊ＲＣ 

９月13日（火）： 黒部ＲＣ

９月14日（水）： 金沢ＲＣ

９月15日（木）： 高岡ＲＣ　 

９月17日（土）： 砺波ＲＣ創立50周年記念式典

９月21日（水）： 石川鹿島ＲＣ

９月22日（木）： 金沢北ＲＣ

９月26日（月）： 氷見中央ＲＣ

９月27日（火）： 射水ＲＣ

９月28日（水）： 越中八尾ＲＣ

９月29日（木）： 立山ＲＣ

９月30日（金）： 魚津ＲＣ

１０月２２日：指導者育成セミナー
１０月２２日：
　　　２３日：
多数のご参加をお待ちしております

当日はＲＩ会長代理として
天野肇氏（2710地区パストガバナー福山ＲＣ）と
盈江夫人がご出席頂けることに決定しました。

岡島　清君　　平成17年７月15日（黒部中央ＲＣ）
板東　勉君　　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）
本田　準一君　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）
高岡　哲夫君　平成17年７月１日（小松シティＲＣ）
三輪　孝浩君　平成17年７月１日（羽咋ＲＣ）

■ポール・ハリス・フェロー

水口　益克君　平成17年７月27日（富山みらいＲＣ）  ２回目
高島　　誠君　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）      １回目
前崎　一郎君　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）      １回目
車　　弘志君　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）      １回目
小川　誠之君　平成17年７月27日（高岡西ＲＣ）      ３回目
生水　敏雄君　平成17年７月29日（小松ＲＣ）     　 １回目
勢登　和秀君　平成17年７月28日（中島ＲＣ）        １回目
永谷　誠行君　平成17年７月28日（中島ＲＣ）        ２回目

八木　擴道君　平成17年７月１日（黒部中央ＲＣ）
宮崎　繁幸君　平成17年７月１日（魚津西ＲＣ）
吉本　　進君　平成17年７月12日（富山ＲＣ）
澤合　敏博君　平成17年７月19日（富山ＲＣ）
吉枝　信夫君　平成17年７月１日（富山南ＲＣ）
並木　　誠君　平成17年７月19日（富山みらいＲＣ）
岡田　誠一君　平成17年７月14日（高岡ＲＣ）
釣　　俊治君　平成17年７月１日（砺波ＲＣ）
鎌倉　義則君　平成17年７月13日（高岡西ＲＣ）
髙田　幸治君　平成17年７月１日（河北南ＲＣ）
東郷　博樹君　平成17年７月27日（金沢ＲＣ）
庄田　正一君　平成17年７月27日（金沢ＲＣ）
渡部　哲也君　平成17年７月４日（金沢東ＲＣ）
小幡　謙二君　平成17年７月25日（金沢香林坊ＲＣ）
冨木　誠一君　平成17年７月25日（金沢香林坊ＲＣ）
川口　喜樹君　平成17年７月７日（金沢北ＲＣ）
小林　剛史君　平成17年７月29日（金沢西ＲＣ）
石田　雅裕君　平成17年７月12日（白山ＲＣ）
鈴木　昭彦君　平成17年７月６日（野々市ＲＣ）
田中　正之君　平成17年７月１日（加賀ＲＣ）
池田　直隆君　平成17年７月21日（小松ＲＣ）
仲井　培雄君　平成17年７月１日（能美ＲＣ）
西　　俊夫君　平成17年７月１日（山中ＲＣ）
浦川　幸子君　平成17年７月６日（石川鹿島ＲＣ）
橋本　一幸君　平成17年７月21日（中島ＲＣ）
木谷　龍司君　平成17年７月１日（富来ＲＣ）
木村　邦俊君　平成17年７月14日（富来ＲＣ）
米田　正志君　平成17年７月１日（門前ＲＣ）

酒井　英治君　平成17年７月８日（魚津ＲＣ）
岡田　　保君　平成17年７月13日（上市ＲＣ）
法　　貴文君　平成17年７月12日（富山ＲＣ）
石本　　博君　平成17年７月４日（富山シティーＲＣ）
大永　尚武君　平成17年７月15日（富山南ＲＣ）
川上　善敬君　平成17年７月７日（富山西ＲＣ）
畠山　清隆君　平成17年７月８日（高岡万葉ＲＣ）
青井　　博君　平成17年７月13日（高岡西ＲＣ）
片山　道代君　平成17年７月１日（南砺ＲＣ）
松井　敏治君　平成17年７月27日（金沢ＲＣ）
中村　哲郎君　平成17年７月27日（金沢ＲＣ）
水辺　博久君　平成17年７月27日（金沢ＲＣ）
山本　晴一君　平成17年７月４日（金沢東ＲＣ）
斎須　惣一君　平成17年７月25日（金沢香林坊ＲＣ）
宮本　薫子君　平成17年７月14日（金沢百万石ＲＣ）
本多　弘夫君　平成17年７月７日（金沢北ＲＣ）
斉藤　悦啓君　平成17年７月29日（金沢西ＲＣ）
竹腰加代子君　平成17年７月７日（白山石川ＲＣ）
岡田　英幸君　平成17年７月１日（加賀ＲＣ）
酒田　伸夫君　平成17年７月27日（加賀中央ＲＣ）
北村　　茂君　平成17年７月28日（小松ＲＣ）
安達　和男君　平成17年７月１日（山中ＲＣ）
岩井代志子君　平成17年７月６日（石川鹿島ＲＣ）
鶴越　賢宏君　平成17年７月20日（石川鹿島ＲＣ）
竹原　利一君　平成17年７月12日（七尾みなとＲＣ）
小泉　榮樹君　平成17年７月１日（富来ＲＣ）
浦　　芳夫君　平成17年７月１日（門前ＲＣ）
小森　邦衛君　平成17年７月１日（輪島ＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

酒井　正人君　平成17年７月20日（富山ＲＣ）　　　　４回目
稲垣　一郎君　平成17年７月20日（富山ＲＣ）　　　　７回目
桝田敬次郎君　平成17年７月20日（富山ＲＣ）　　　　８回目
加賀谷孝一君　平成17年７月12日（河北南ＲＣ）　　　３回目
中野　一輝君　平成17年７月22日（金沢ＲＣ）　　　　７回目
北川　泰信君　平成17年７月６日（金沢南ＲＣ）　　　４回目
石瀬　保彦君　平成17年７月６日（金沢南ＲＣ）　　　７回目
松本　隆夫君　平成17年７月６日（金沢西ＲＣ）　　　４回目
楠野　幸次君　平成17年７月14日（小松ＲＣ）　　　1･2･3回目

■米山功労者（マルチプル）

寺林　征君　　平成17年７月９日（富山南ＲＣ）　31･32･33回目

■米山功労者（メジャードナー）

和田株式会社 和田　武美君
　　　　　　　平成17年７月29日（富山中ＲＣ）　　　１回目

■米山功労者法人

平野　　明君　平成17年７月14日（黒部中央ＲＣ）　　１回目
森田　俊雄君　平成17年７月14日（黒部中央ＲＣ）　　１回目
品川　鐵夫君　平成17年７月５日（富山みらいＲＣ）　１回目
新野　雅彦君　平成17年７月６日（金沢西ＲＣ）　　　１回目
日谷　照應君　平成17年７月12日（金沢西ＲＣ）　　　１回目
清水　　浩君　平成17年７月12日（金沢西ＲＣ）　　　１回目
林　　一夫君　平成17年７月１日（羽咋ＲＣ）　　　　１回目
砂山喜一郎君　平成17年７月28日（羽咋ＲＣ）　　　　１回目

■米山功労者

中野　一輝君　平成17年７月11日（金沢ＲＣ）
打田　栄一君　平成17年７月27日（金沢みなとＲＣ）
久保　順一君　平成17年７月１日（羽咋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

佐藤　正寿君（67） ㈱石水　会長
平成17年７月１日逝去（金沢北ＲＣ） 1990年1月入会

1998～99年　幹事
1995年　ポールハリス・フェロー

ロータリー歴・役職名

地区大会 （２１日は記念ゴルフ大会）
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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

 暑かった夏も過ぎ、実りの秋を迎える季節となりました。近年
ＩＴ革命が急速に進み、ほとんどのクラブ間でもＥメールでの
通信が可能になりました。非常に便利にはなりましたが、それ
でもペーパーも捨てがたいものがあります。
地区のＨＰと月信との調和をはかりながら今後とも進んで参
ります。 Interbational District

編集後記

2610地区例会出席報告（７月分）2610地区例会出席報告（７月分）

Interbational District

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER

■2610地区ホームページアドレス http://www.rotary2610.jp/




