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ロータリーの大いなる変化（その1）
1月のサンディエゴの国際協議会（ガバナーエレクト研修）に出席しての

感想は、全体会議の多くが、社会奉仕、国際奉仕、そして人道的奉仕のプ
レゼンテーションであり、更にはガバナーエレクト達よ、もっともっと奉
仕活動をしなさいと鼓舞し、モチベートするものでした。ロータリーの変
化に驚かされたというのが実感でした。
帰国後、私なりに検証し、ロータリーの歴史を紐解いてみると、1989年

がターニングポイントではないかと考えています。1989年1月のシンガポー
ルの規定審議会で、女性の入会が正式に認められました。
現在では、世界530地区の内、68地区が女性ガバナーです。実に13％を

占めるようになりました。RIでは、2017年に全世界のロータリアンのうち、
女性が30％を占めるであろうと予測しています。
では、1989年以前のロータリーはどんなだったのでしょう。ロータリー

歴30年、40年、50年のベテランロータリアンの皆さんはよくご存知だと
思いますが、ロータリーは、友をつくり友情を深める場であり、紳士をつ
くる場、人間を磨く場、親睦の場、紳士のサロンであった。更にはフリーメー
スン（秘密結社）ではないかとさえ言われ、自身がロータリアンであること
すら隠し、一般社会とは隔絶した存在であり、ロータリーの広報活動など
思いも馳せない時代でした。一応、奉仕と親睦の二大看板を掲げていまし
たが、親睦が8〜 9割の比重を占めていたのではないかと思います。
ところが、1989年以降女性会員がどんどん増えてくると、ロータリーは

どっぷり首までつかった男の世界ではなくなり、また、男性会員の安住の
場ではなくなってきました。女性会員の奉仕活動への旺盛な意欲もあり、
二大看板の親睦の割合が、年々小さくなり、逆に奉仕の割合が年々大きく
なってきました。
1989年以降、ロータリーは次第に目標を失い、迷走しているかの様な状

態に陥りました。
そこで、RIは、2007年6月に明確なビジョンを打ち出しました。

「世界中の地域社会における人々の生活の改善に貢献するため、活発で行
動力のあるクラブから成り、人々から選ばれる奉仕組織となることです。」
以上がロータリーのビジョンです。
� （つづく9月号へ）

� 国際ロータリー第 2610 地区 2011-2012 年度ガバナー　炭 谷　亮 一
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8月は会員増強および拡大月間です！

会員増強および拡大月間にあたり

「会員増強は、まず自らのクラブの充実から」をスローガンに、会員一同心をひとつにして取
り組んでゆきたいと考えます。まずはじめに、是非入会したいと皆が思うロータリークラブとは、
どのようなクラブであるか…今年度会員相互で話し合い、会員の資質の向上を目指します。

2011 〜 12年度カルヤン・バネルジー会長は「人に何かを与えようとするなら、まず自分自身にそれを与えるこ
とです。なぜなら、自らが抱く望みを理解せずして、人々の望みを理解することはできないからです」と運営方針
の中で語っておられます。
また、2610地区炭谷亮一ガバナーは、会員増強について「資質の優れた会員の獲得が結果的には増強拡大につな
がってゆくと考えると指針で発表しておられます。
私達がロータリーの活動を通して社会の質を高め、模範となるような生き方を行なっていけば、多くの人達が
ロータリーの活動に関心を持ち、参加してみたいと思うようになると確信し、そのモデルを見い出すように、各
クラブの委員長と共に会員増強に努めてゆく所存です。
運営方針
　1）会員の資質の向上を目指す
　2）ロータリー活動の認知度の向上を目指す
活動方針
　1）経験豊かなロータリアンを講師に招く
　2）会員相互でロータリー活動を再確認する
　3）新しい仲間にロータリーを理解してもらう

この度、会員増強小委員会の委員長を拝命した野々市RCの柳生好春です。何分にも浅学非才
の身ですが、最善を尽くしたいと願っています。近ごろ私はロータリーとは親睦の場であり、「奉
仕の理想」実現の場であると同時に人生修養の場でもあると思うようになりました。会員増強と

いうと以前から「質と量」の問題が論じられてきましたが、私は「量が質に転化する」という仮説に立ち、考えてい
きたいと思います。誰も始めから完成された人はいなく、長い人生の道のりの過程で鍛えられ練りあげられてい
くのです。多様な職業を持つ人々に広く呼びかけ、ロータリーの「利他の精神」を伝える使命を私たちロータリア
ンは負っていると考えます。そういう意味で、ロータリー情報委員会の重要性はいくら強調してもし過ぎること
はありません。
「業は行なり」という言葉があります。私たちは自己の仕事を通して社会の循環の中に生き、人間として成長し
ていきます。言うなれば、職業それ自体が得意分野を活かした社会奉仕ということができます。未曾有の大震災
により様々なことについて考えさせられました。仕事を持ち日々働けることの有難さも痛感しました。こういう
時こそ正しい職業観を確立する絶好の機会です。幸いにして、ロータリーには職業観を深めるための思想・哲学
があります。子曰く「利によって行なえば怨み多し」（論語）とあります。無理な自己の利益のみの追求は、人の怨
みを買い、いずれ破綻するということです。自信をもってロータリーを地域社会で活躍する人々に勧めましょう。
私の経験から、入会暦の浅い人ほど伝える力が強いと感じます。新鮮な感動と驚き、前向きな心がその原動力
です。その意味でも新会員の皆さんには、早期にロータリーの理解を深めて頂き、「共に自己の人間性を高めよう」
の標語のもと、知己への会員増強のご協力をお願いする次第です。

会員拡大増強委員長　岡　能久（金沢RC）

会員拡大増強委員会 会員増強小委員長　柳生　好春（野々市RC）
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本年度、会員拡大増強委員長を務めさせて頂きます。宜しくお願い致します。今春の東日本大震災の影響も
あり、15年間連続で減少し続けている会員数の歯止めは極めて難しいと思います。しかし、炭谷ガバナーの会
員増強についての指針「資質の優れた会員の獲得が結果的に増強拡大につながっていく」という考え方を実践に
移し、同じ志を抱く人々との同朋関係、親睦、友情を育むことの大切さを再確認し、積極的にロータリー活動
の活性化に努め、会員の拡大を目指してゆきます。

今年度、表彰審査委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
表彰審査委員会では、ガバナーの意向や方針に従い、次の活動を行います。
1）意義ある業績賞ほかRI表彰の審査
2）クラブ活性化に役立つ表彰の立案
3）地区大会表彰に関する事項
各クラブの皆様、ガバナー表彰の対象になる推薦よろしくお願いします。

国際ロータリーの規定審議会は2013年に開催されます。当地区においても、提案する立法案・制定案を取り
まとめ、10月の金沢での地区大会において承認を得る必要があります。当委員会の役割は、各クラブからの立
法案・制定案の取りまとめにあります。
しかし、現時点ではどのクラブからも提案がなく、非常に残念に思っています。ロータリーが成熟してきた

からでしょうか、それともどれほど日本から声高に法案を提案しても、RIで受け入れられないからでしょうか。

本年度は地域への広報活動として、富山県内で「END�POLIO�NOW」＆「震災復興」の啓蒙イベントを行い
ます。富山県内の複数のRCと併催するプログラム内容について検討しながら、2011年秋か2012年春の開催を
予定しています。地区ウェブサイトについては全面リニューアルを図り、地区委員会や会員参加型の新しい
スタイルを目指して更新作業を行います。地区内クラブなどからイベントの告知や報告等が、従来のウェブ作
成ソフトを使用しないで直接書込みしアップできる事を考えています。文字通り双方向の情報発信ができるこ
とを目指しています。

前年度に引き続き、今年度もR情報委員会を担当することになりました。今年度も、会員の皆様に有益と思
われる情報を提供しながら、ロータリアン自身や地域社会に、クラブの目的、業績を広く知らせ理解してもら
う様に努力してまいります。新会員には、ロータリークラブ会員の特典、責務、綱領、活動面について十分に
理解してもらうように情報提供し、速やかにクラブに溶け込めるように援助いたします。また、時代の潮流に
適応しながらIT化も推し進めていく必要があります。広報委員会と一体となった委員会活動を目指しますの
で、引き続き皆様のご支援とご協力をお願いします。

今年度、ロータリーの友地区委員を拝命いたしました金沢百万石RCの野城です。地区ガバナーに任命され
た「ロータリーの友編集委員会」の構成員であり「友」に関するガバナーの代理者として地区内ロータリアンに対
して、雑誌「ロータリーの友」、ホームページ「ロータリージャパン」及び、その他の刊行物についての有効な活
用を促す。その為に必要な活動に取り組み、地区ならびに地区内ロータリークラブの活動や情報収集に努めて
まいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

前々年度に引き続き、今年度も職業奉仕委員会を担当することになりました。炭谷ガバナーの地区運営方針
に従い、カウンセラー菊知パストガバナーのご指導のもと委員会の皆様、各クラブの委員長の方々のご協力を
得ながら実のある奉仕活動を展開したいと思います。
職業奉仕はロータリー奉仕活動の根幹であり、「四つのテスト」の標語を座右の銘としてガバナーの提唱され

た「品格ある経営」を目指して行きたいと考えます。又、継続事業である「キャリア教育支援事業」は次の世代を
担う若年層への正しい職業観、勤労観育成のため、受け皿としてのロータリアンの企業のご参加・ご協力を重
ねてお願いいたします。

地区委員長のご挨拶
会員拡大増強委員長　岡　能久（金沢RC）

表彰審査委員長　島　正己（氷見RC）

立法研究委員長　柴田　史郎（金沢香林坊RC）

広報委員長　芝田　実（富山南RC）

R情報委員長　堂田　重明（富山RC）

ロータリーの友地区委員／雑誌委員長　野城　勲（金沢百万石RC）

職業奉仕委員長　不室　昭（金沢東RC）
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前年度に引き続き、地区社会奉仕委員会を担当します、小松シティ RCの高岡です。炭谷ガバナーの地区
運営奉仕に従い、近藤俊行カウンセラーのご指導のもと、委員会の皆様、各クラブの委員長の方々のご協力
を得ながら、実のある社会奉仕活動を展開したいと思います。
2010年の手続要覧では奉仕プロジェクトがクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕の5

開発が各クラブに奨励されています。カルヤン・バネルジーRI会長は「心の中を見つめよう　博愛を広げる
ために」をテーマとし、炭谷ガバナーは「ロータリーに新風を」運営方針で示しています。今年度の社会奉仕
活動は是非「家族」「継続」「変化」と未来の夢計画なども視野に入れては如何でしょうか。

今期国際ロータリー第2610地区、ローターアクト委員長に就任いたしました金沢西ロータリークラブの野
口です。
先日、前年度ローターアクト代表の土山様が今後は活発なクラブ活動を作ろう！とお話をされており、私

自身、大変共感いたしました。現在、地区ローターアクトは、石川県が8分区（内1地区休会）富山県が3分区。
登録参加人数は約60名余りです。今後は会員増加を目標に他地区ローターアクト会員の方々と連携し活発な
活動を行い会員増加に繋げていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

この度、地区インターアクト委員長を担当する事になりました。どうかよろしくお願い致します。
地区でインターアクトクラブが結成されて47年目を迎え、現在20校に迫ろうとしています。インターア

クトの主な活動は、地域での様々なボランティア活動を中心に展開し、地区では各校の活動発表や、海外研
修の報告・講演会などをする年次大会、次年度の打ち合わせやロータリアンと顧問の先生方との意見交換会、
又インターアクターの皆さんの交流の場でもあります。
どうかロータリアンの皆様、インターアクトクラブ活性化、また新設にご協力をお願い致します。

ロータリアンとして自分の子弟を優先出来る唯一のプログラムであり、ホストファミリーを受ける事によ
り外国人を身近に理解出来、国際奉仕を自宅に居ながら実践、手軽に国際感覚を磨ける素敵なプログラム。
米国、カナダ、豪州と交換している。
留学生は1年間に亘り外国で生活し、言語、習慣が違う異文化を体験し物事を自分で考え判断する。まさ

に大人への第一歩となり逞しく成長し帰国できる。子供を自立させたい方、国際奉仕をしたい方是非声を掛
けて下さい。

我が地区は、過去において韓国光州3710地区との間に、主に地区大会相互訪問を中心とした交流がありま
したが、経済環境の悪化により中川年度から3年間は交流を中断するとの同意がされております。よって今
年度も他地区との友情交換予定はありません。今年度は準備期間として、3710地区を含め全ての他地区との
友情交換の調査・研究、また地区内においては、地区内クラブの友情交換の実態や姉妹交流の状況を調査し
たいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

昨年度までの3年間、ポリオプラスに対する会員一人あたり2,500円のご寄付ありがとうございました。こ
れが理由の一つかとも思われますが、近年ロータリー財団に対する年次寄付の金額の減少が顕著です。4月
より年次寄付が、7月より恒久基金が税額控除の対象になりました。会員の皆様方のご理解とご協力をお願
い申し上げます。また2013-14年度より「未来の夢計画」に基づき、ロータリー財団の諸制度が変更されます。
スムーズに移行ができるよう準備を進めてまいりたいと思います。また本年はGSE（研究グループ交換）も
ございます。受入れをはじめ事業に関するご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ロータリーが目指す「世界の親善と平和」のために、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、将来日本と
世界を結ぶ架け橋となる人材を育成することを目的とした事業が、米山記念奨学事業です。そして、日本の全
ロータリアンが参画する世界でも稀にみる多地区合同奉仕活動です。2610地区には23名が割り当てられています
が、皆とても素晴らしい学生です。世話クラブの皆様には、快くお受けいただき有難うございます。また、世
話クラブ以外のクラブにも奨学生が卓話に訪問いたしますので、温かく迎えていただけますようお願い致します。
2610地区の特別寄付者の割合は、19.8%で26位であり全地区平均の36.9%を大きく下回っている現状をご

理解頂き、これからも皆様のご理解とご協力をお願い致します。

地区委員長のご挨拶
社会奉仕委員長　高岡　哲夫（小松シティRC）

ローターアクト委員長　野口　英敏（金沢西RC）

国際青少年交換委員長　田中　泰（金沢香林坊RC）

友情交換委員長　小新　吉彦（加賀RC）

ロータリー財団委員長　松本　耕作（金沢RC）

R米山記念奨学会委員長　前川　俊朗（高岡RC）

インターアクト委員長　野澤　良成（魚津RC）
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地区大会
テーマ

期　日：2011年10月29日㈯・30日㈰
会　場：金沢市アートホール・招龍亭・
　　　　石川県立音楽堂コンサートホール
　　　　ホテル日航金沢
ホスト：金沢百万石ロータリークラブ

2011～2012 国際ロータリー第2610地区

地 区 大 会

「世界を知ろう～大きな心、深い愛、
　もっともっとロータリー」

こころの中を見つめよう  博愛を広げるために

Reach  within  to  Embrace  Humanity

こころの中を見つめよう  博愛を広げるために

Reach  within  to  Embrace  Humanity

■10月29日（土）　１日目

―　移　動　―

11：00
▼

11：30
地区大会委員会

・登録委員会
・信任状委員会
・選挙委員会
・大会決議委員会

ホテル日航
金沢

17：30
▼

19：30
RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会 招龍亭

12：30 受付開始
ア
ー
ト
ホ
ー
ル14：45

▼
16：30

本会議 Ⅰ

13：00
▼

14：30
指導者育成セミナー
姫　軍　氏

■10月30日（日）　2日目

―　移　動　―

12：00
12：30
▼

13：50
本会議 Ⅱ－１

受付開始

14：05
▼

14：55

【記念講演　世界で活躍する日本人】
講演 ❶
講師：登山家 栗城　史多 氏

のぶかず

15：05
▼

16：00

講演 ❷
講師：メトロポリタン美術館  元学芸員
　土肥　信一 氏

石川県立
音楽堂
コンサート
ホール

18：00
▼

19：30
大懇親会 ホテル日航

金沢

16：15
▼

17：30
本会議 Ⅱ－２

PROGRAM

会 場

ホテル
　日航金沢

アート
　ホール石川県立

音楽堂

広岡一

JR
金沢駅

至富山

金沢
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招龍亭案内図

Ⓑ招龍亭

TEL 076-224-1660

Ⓐ 金沢市アートホール
〒920-0853
石川県金沢市本町2-15-1
　　　　　（金沢駅東口）

TEL 076-233-1563

Ⓑ 招龍亭

10/29 RI会長代理ご夫妻
　　　　歓迎夕食会会場

〒920-0024
石川県金沢市西念3-5-35

10/29 指導者育成セミナー
　　　　及び本会議Ⅰ会場

TEL 076-232-8111

Ⓒ 石川県立音楽堂
　　コンサートホール

10/30  本会議Ⅱ会場

〒920-0856
石川県金沢市昭和町20-1
　　　　　（金沢駅東口）

TEL 076-234-1111

Ⓓホテル日航金沢
10/30  大懇親会会場

〒920-0853
石川県金沢市本町2-15-1
　　　　　（金沢駅東口）

指導者育成セミナー

10月29日㈯

「米山奨学生と私の夢」
ロータリー米山　記念奨学会中国学友会

初代会長
ひめ　　　　ぐん

姫　　軍 氏

記念講演　世界で活躍する日本人 1

2

10月30日㈰

「NO　LIMIT
 　～エベレスト単独・
　　 無酸素登山へのチャレンジ～」
登山家

くり　き　　    のぶかず

栗城　史多 氏

記念講演　世界で活躍する日本人

10月30日㈰

「日米文化交流を支える相互の理解」
メトロポリタン美術館 元学芸員
ど　  い　　　  しんいち

土肥　信一 氏

2011～2012年度
国際ロータリー
2610地区

地区大会実行委員長

吉田　昭生

　RI会長カルヤン・バネルジー氏の「こころの中を見
つめよう、博愛を広げるために」を基本理念として、
ロータリー活動が動き始めました。
　我々はこの趣旨にのっとり、36名の小クラブでしか
も35％が女性会員と言う特殊な存在でありますが、昨
年の9月より、各人に役割分担をきめ、準備を進めてま
いりました。
　これからも「ねじれる」こともなく鴛鴦の関係で業
務遂行する為に、炭谷ガバナーのロータリーに対する
熱い思いを、スローガンに打ち立てました。
　「世界を知ろう～大きな心、深い愛、もっともっと
ロータリー」この御旗のもと、会員一貫となって地区大
会を迎える所存であります。
　当日は沢山の会員各位のご参加をお待ち致しており
ます。
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昨年度、ご寄附いただきました東日本大震災義援金の前年度の繰越金29,359,100円（振込手数料含む）を以下のように各
地区に贈呈並びに送金いたしました。
時間の都合上、7月12日（火）に下記のとおり仙台ロータリークラブの例会場で炭谷亮一ガバナーが菅原一博ガバナーに
目録贈呈いたしました。
2520地区（宮城・岩手県）20,000,000円　　2530地区（福島県）5,000,000円　　2830地区（青森県）4,356,580円
尚、各地区ガバナー事務所には7月11日（月）付で送金いたしております。

8 月の行事予定

被 災 地 に 義 援 金 贈 呈

18日（木） 加賀RC公式訪問

19日（金） 新湊RC公式訪問

20日（土） クラブ米山委員長会議 石川県地場産業振興センター

21日（日）
地区会員拡大増強委員会
クラブ会員拡大増強委員長会議

金沢ニューグランドホテル

22日（月） 富山大手町RC公式訪問

23日（火） 富山RC公式訪問

24日（水） 河北RC公式訪問

25日（木） インターアクト年次大会

アビオシティホール
（アビオシティ加賀内）
ホスト：加賀中央ＩＡＣ、
加賀中央ＲＣ

26日（金）
地区国際青少年交換派遣学生募集締切

魚津・魚津西RC（合同）公式訪問

28日（日）
アメリカ・カナダ受入交換学生
オリエンテーション

ホテル日航金沢

30日（日） 米山評議員会 メルパルク東京

2014 〜 2015 年度　ガバナー・ノミニー候補者の提案に関する告知

感謝状　　国際ロータリー第2610地区
　　　　　2011-2012年度　ガバナー　炭谷亮一殿

貴地区にはこの度の東日本大震災に際し多額の義損金を出
損していただきました
この義損金は被災地支援・復興に役立たせていただきます
そのご友情に対し深く感謝の意を表します

平成23年7月12日
 国際ロータリー第2520地区　ガバナー 菅原一博

1日（月） 金沢香林坊RC公式訪問

2日（火） 金沢みなとRC公式訪問

3日（水） 朝日RC公式訪問

4日（木） 高岡RC公式訪問

5日（金） 能美RC公式訪問

6日（土） 地区米山奨学生研修会 ホテルＫ&Ｇ高岡

7日（日）
　　　　〃 　　　　〃

地区職業奉仕クラブ委員長会議 石川県地場産業振興センター

8日〜　　
9月3日

ベルギー短期交換学生派遣

8日（月） 小松シティ RC公式訪問

9日（火） 加賀白山RC公式訪問

10日（水） 富来RC公式訪問

11日（木）
金沢北RC公式訪問

白山石川RC公式訪問

12日（金） 富山南RC公式訪問

中旬 アメリカ・カナダ交換学生派遣・受入

国際ロータリー細則第13条第1項（13.010.）により、地区はガバナー・ノミニーを、ガバナーとして就任
する直前24 ヶ月以上36 ヶ月以内に選出することが定められています。従って、2014年－2015年度ガバナー
は2012年6月末日までに、ガバナー・ノミニーに選出されることが必要となります。
指名委員会はガバナー・ノミニーとして求めうる最上の候補者を捺し出し、最適任の候補者を指名する
任務を負っています。
地区内各クラブは、RI細則を御参考の上、地区ガバナー指名委員会委員長（ガバナー事務所内）に、ガバ
ナー・ノミニーを推薦して下さるようお願いいたします。� 2011年8月1日

●推薦締切�…�2011年9月30日
●宛　　先�…�ガバナー事務所気付け　ガバナー指名委員会
●届出要件�…�①推薦するクラブ例会で決議採択し、クラブ幹事の署名が必要。
　　　　　�　�②別のクラブ会員であっても所属クラブの同意があれば推薦できる。

� 国際ロータリー第2610地区　ガバナー　炭谷　亮一
� 　　　　　　同地区ガバナー指名委員会　崎山　武夫
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ガバナーの公式訪問が始まりました

ロータリーの友よりご案内

「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約2万3千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。

閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承り
ます。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。

クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。　以下資料のご紹介を
致します。

◎「日本の歩むべき道」　小泉純一郎　2011　8P　（D.2590）
◎「日本人のわすれもの」　櫻井よしこ　2011　2P　（D.2690）
◎「日本経済復活のキーワード“グローバルセンス”」　財部誠一　2011　3P　（D.2760）
◎「地域の繁栄は国の繁栄」　金�美齢　2011　2p　（D.2630）
◎「私とスペシャルオリンピックス活動」　有森裕子　2011　6P（D.2750�第30回インターアクトクラブ年次大会）
◎「変わりつつあるロータリー」　江崎柳節　2011　3P　（D.2760）
◎「ロータリー財団の方向性」　川尻政輝　2010　5P　（D.2780）
◎「CLPとクラブ活動について」　松宮�剛　2010　9P　（D.2780）
◎「津波が変えた私の人生」　道下俊一　2008　10P　（D.2780）

［申込先：ロータリー文庫（コピー / PDF ）]

一、水に関する活動（随時）
　・ 世界各地の安全な水が十分に確保できない人たちに対する取り組み（学校に井戸を掘った、村に井戸を掘った、簡易

水道の設備をつくった、雨水を溜める装置を贈った、ヒ素の対策のため浄化装置をつけた）などの実施事例および予定。
一、ロータリー家族（9月5日締め切り）
　・ 清掃活動、バザー、海外での奉仕活動、その他、クラブの活動に会員の配偶者または子女、孫などが一緒に参加した

事例および予定。
　・家族の中にロータリアンが多くいる家族（親子、兄弟姉妹など）。
　・インターアクター、ローターアクター、青少年交換学生、ライラリアン、学友などとロータリアンとの連携の事例。
一、地域社会に根差した活動（9月5日、2月5日締め切り）
　・人口や産業、歴史的背景など、クラブ所在地域の特徴を生かした、その地域ならではの活動、ニーズに合った活動。
一、広報活動に関する事例（10月10日締め切り）
　・ 地域社会の人々にロータリーを知ってもらい、RI の長期計画の一つであるロータリーのイメージ向上につながる広報

活動の事例。
一、識字率向上に関する活動（11月末日締め切り）
　・CLE（Concentrated Languages Encounter 集中言語力助長）に関する活動
　・学校をつくる、図書・文房具を贈るなどの活動事例
一、独自の活動により会員増強、維持に成功しているクラブ（10月末日締め切り）
一、本誌縦組み「この人、この仕事」掲載広報者の推薦（8月末日締め切り）

情報提供の方法
　※ 既に活動のおわったもの、これから活動予定のもの、いずれでも構いませんが、「ロータリーの友」に掲載されたこと

のない、新しい情報に限ります。

下記テーマで情報収集しております。
ガバナー事務所／ロータリーの友地区委員までご一報ください。　沢山の情報をお待ちいたしております。

  地区大会の講演から

7月22日、高岡万葉ロータリークラブを皮切りにガバナー公式訪問が始まりました。これから富山・石川
の全クラブを訪問させていただきます。2610地区の会員の皆様とお目にかかれる日を楽しみにしてまいりま
す。よろしくお願い申し上げます。� 地区幹事　岩倉舟伊智

文 庫 通 信 286号
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ガバナーからの手紙

国際ロータリー第 2610 地区　ガバナー事務所
　　　　　　　　　　　 2011-2012　Governor   炭谷亮一

〒 920-0022  金沢市北安江 4 丁目 1 番 27 号  イワクラビル 2F
TEL 076-255-2007　　FAX 076-255-2008
E-mail  sumiya11-12@rotary2610.jp　　　URL http://www.rotary2610.jp/

撮影：写真家　吉田淑子氏（写真 1、2、3）

精霊の山　マナスル（8,163m）初登頂　1956 年 5 月 9 日　日本隊　世界第 8 位　（３）

私は、森鷗外は皆様と同じように、日本が生んだ明治の唯一無二の天才文豪だと思っています。
しかし彼でも人間的に弱い一面があったのではないかと考えています。
弱冠19歳で東大医学部を卒業し陸軍に入隊し、3年後にドイツ留学を命じられ、4年間ドイツで学
究生活を送り、27歳で帰国しました。しかしこの頃から順風満帆のエリート中のエリートの人生に
やや陰りが見えます。ドイツ留学中に出会ったドイツ人の恋人が来日し、彼との結婚を望みますが、周囲は一度も鷗
外に会わせることなく、なんとか追い返します。外国人との結婚で彼のキャリアに傷つくのを恐れた彼の母が、獅子
奮迅の働きをしたことは容易に想像できます。
その5ヶ月後急いで結婚し、「於菟（おと）」という長男をもうけています（於菟は後に東大医学部の解剖学の教授に
なっています）。しかし一年半で離婚してます。当人同士の相性もあったと思われますが、嫁姑の対立に鷗外は悩み、
まいったようです。エリートとしてちやほや育てられた彼には人生最悪の状況ではなかったかと想像できます。
11年後の39歳の時には小倉へ左遷されています。おそらく人生初めての挫折感を味わったのではないでしょうか。
しかしその翌年に再婚し、再び昇進して東京に戻りエリート人生が復活しています。
さてここで、私が40年前に東京の大学で教えをこうた、解剖学の津崎先生の事に触れなくてはなりません。津崎先
生は当時、69歳位だったと思います。（鷗外は最低でも20歳くらい年長だと思います。）たまたま解剖学教室の実験助
手と酒を飲む機会があり、その折に津崎先生の息子はハーフで、身長も180㎝を超えるがっしりした体格（津崎先生の
体格は骨格標本）で産婦人科の開業医であると聞きました。実験助手が地方での学会の際に津崎先生に息子さんの事
を尋ねたところ、ドイツ留学中にドイツ人女性との間に生まれた子であり、日本では既に結婚していた為に帰国の際
に子供だけ引き取って帰国したとの事。それを聞いて友人達と顔を見合わせ、本当にびっくりしました。明治の男と
して、鷗外と津崎先生を比較すると、男としての責任の取り方に私は津崎先生の方に軍配を上げたいと思います。
私は、晩年鷗外は夜一人で静かに杯を傾ける時、ドイツ時代の恋人の事、そして彼女が鷗外の子を身ごもり、生ま
れたであろう、まだ見ぬ我が子のことを思うと、とめどなく涙があふれ頬をつたい、そして若き日のおのれの力不足
と非道さを嘆いたのではないでしょうか。明治の巨星、森鷗外の心の闇を想像するものです。

「森鷗外考」� 炭谷　亮一


