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ロータリーの辿る道
ロータリーが世界に広がって底力を蓄えたが故にそ
れまでに無かった大きな仕事をしてしまった。
それはそ
の後のロータリーのあり方に大きな影響を遺した。
一つ
目は1942年にロータリアンが第二次大戦後の世界処理
計画会議とも云うべきものを開いた事が後に国連教育
科学文化機構
（ユネスコ）
の創立に繋がり、
さらにその延
長線上で1945年の国際連合の発足の時にもロータリー
が指導的役割を果たしている。
これがその後のロータリー
の世界平和運動の源流となって、
現在の世界平和センター
設立に繋がっている。
二つ目は20年間に亘るポリオの撲
滅運動であり、
ロータリー百周年に絶滅宣言をすると云
う目標は達成出来なかったが９９％までは追い詰めて
今はその最後の仕上げをしている段階である。
未だ完遂
されて無いとは云え、
このポリオ撲滅運動の成果は誠に
素晴らしいことである。
国家レベルの仕事を官民協同し
てやって人道的援助面での大きな成果を挙げたと言う
ことのほかに、
ロータリー全体で取り組むプロジェクト
の価値を自らに認めさせたと言う側面がある。
これ等は国際ロータリーが或る程度巨大な組織となっ
て初めて可能となったプロジェクトであり、
その内容は
実に素晴らしいものである。
世界平和への努力と世界的
規模の人道的援助と云う大仕事を、
民間でよくもここま
で出来たと感嘆する程のものである。
"我が偉大なるロー
タリーよ"と誇っても良い事である。
ただこれを一歩踏み込んで考えてみると気になる点
も出てくる。これ等の世界的視野・人道的視野での崇高
な事業を遂行する為には巨大な資金を必要とし続ける。
その為にも限りなく会員の増強を図り続けねばならな
くなる。
そしてその会員による寄付金には自主的で無く
常に一定のノルマを課せざるを得なくなる。
組織体を保
持する為には常に一定の補充をする必要はあるが、
昨今
のＲＩの会員増強の呼びかけには、その裏に、寄付集め
要員を増やす目的の匂いを嗅ぎ取っている人もある。
世界平和と人道的援助と云う崇高な、
しかし格別に大き
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いプログラムに重点を置いて進んで行けば、
一方でそれ
は、ロータリーの歴史の中で洗練されて来た「職業倫理
に重点をおく職業奉仕」
や
「額に汗してする奉仕」
とかそ
れらの実践の中から生じる友情と親睦をロータリーの
原点として捉え実践して来た人達には極めて不本意な
諸々の問題を生じ、
ロータリーの変質と映るであろう。
世界平和を希求し世界規模の人道的プログラムを優
先的に追及して行くのはロータリーの発展途上に自然
発生的に生じた新しいロータリーの道と云えようし、
立派な選択肢の一つであるが、旧守的ロータリアンに
はそのままでは受け入れ難いものであり、極端に言え
ば新旧分裂の危険をも孕むものである。崇高な事業に
邁進する事自体に文句のつけようは無いが、所詮我々
に出来る事には何処かに限度があり、それを越えて何
処までも深追いして行けるものでもない。ロータリー
は今正にこの限界を超えようとしているのでないか。
ここは身の程を考えて今一度原点を大切に考えて今後
の歩む道を熟考する時ではなかろうかと感じさせられ
る昨今である。

ガバナー
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インターアクト オーストラリア研修報告
インターアクト委員会 委員長 折橋健次
◎ 生徒25名よく頑張りました。Oakhill小学校では6教室を受け持ち
・折紙（加賀中央）
・あやとり(北陸大谷)・ギター演奏（大聖寺）
・竹笛(福光)・習字(高商)・盆踊り（魚津工）
を教えました。一限毎に生徒が入れ替わりそれぞれ６回の授業を
英語で行いました。折紙教室ではひな祭り、鯉幟りなどの伝統行
事をイラストを使って説明し、最後にサムライを登場させ、新聞
でカブトを作りました。どの教室もやって見せ、そしてやらせて
みることを主眼に授業をすすめ、お別れは全員の歌で見送って貰
いました。
◎ Abbotsleigh 女子高では双方のインターアクトが合同集会を持
ち、ホストママに作って貰ったオーストラリア風の弁当を囲み、
積極的に会話に挑戦しました。
◎ ４日間のホームステイ生活では家族の一員になることを心がけ、
そばを作ったり庭の花を生けたりして、すっかり可愛がられた生
徒は"置いていけ"とさえ言われました。ホワイトボードを持参し
て会話を成立たせた生徒もおりました。

◎ さよならパーティーに地区ガバナーMuldoon氏夫妻も出席され、
まず用意した30着の法被をホストファミリーにプレゼントしま
した。晩餐会は西出 祥の点前で呈茶がすすむ中、福光三人娘の竹
笛が祭りの始まりを告げました。麻里奈と美香が白扇で蝶を舞い、
二人の15才がギター演奏、星稜４人組がなんちゅうソーランで若
さを爆発させました。最後はローマ字の蛍の光を合唱し、会場の
心を一つにしました。
今年も質実剛健を地でいくケントハーストの人々に学び大きな舞台
で大きな拍手を貰い自信満々の若者を連れ帰りました。いろいろな
支援いただきありがとうございました。

インターアクトオーストラリア研修を終えて
星稜高校

橋場 有沙

５日間のオーストラリア研修は あっという間に終わりましたが、
そこで
体験したことは今でも昨日のように覚えています。
ホームステイ先のビルとクリスはあたたかく私たちを迎え入れてくれ
ました。
学校の授業では
「書く英語」
しかやっていませんでした。
それで、
英語をたくさん話せるチャンスであるホームステイは、
行く前からの1番
の楽しみでした。
初めは２人の言っていることが、
オーストラリア特有の
なまりのせいもあって、
上手く聞きとることができませんでした。
それで
も会話をしていくうちに、
自分の耳がオーストラリア英語に慣れていく
のが分かりました。
また、
私の話す英語の発音が間違っていたときは、
正
しい発音を ゆっくりと何度も何度も教えてくれました。
そのおかげで、
間違えを恐れず、
積極的に話していけたと思います。
私が話す下手な英語
を２人は一生懸命理解しようとしてくれ、
自分の言いたいことが伝わっ
たときは、
本当に嬉しかったです。
夜は、
ファミリーのお友達を呼んでの
食事でした。
広いテラスで、
みんなで食べながら 遅い時間まで騒いでい
ました。
夜空を見上げると、
そこには日本と比べものにならないくらいの
キレイな星がいっぱいありました。
その中には、
「サザンクロス」
や
「天の
川」
もあって、
ずっと空を見ていても飽きない位でした。
とうとうお別れパーティーの日がやってきて、
私をあわせ４人の星稜
高校のメンバーは
「南中ソーラン」
を踊りました。
蛍光色のカラフルなハッ
ピを着て、
大きなかけ声を出し頑張った結果は大・大・大成功★でした。
ロー
タリークラブのみなさん、
とくに私のホストファミリーへの感謝の気持
ちをソーラン節を通して伝えることができました。
オーストラリアに行って、
今まで自分が住んでいた日本の小ささを知
りました。
様々な人種の人が当たり前のようにいて、
私たち日本人が街を歩いてい
ても違和感がないこと、
流行にこだわらずに自分の着たい服を着られる
ことが、日本にはないオース
トラリアの素敵な所だと思い
ました。
こんなに すばらしいオー
ストラリアという国で、親切
であたたかい人たちに出会え
て、
本当に感激です。
もっと英
語とお互いの国の文化、歴史
を勉強して また絶対にオー
ストラリアに行きたいです。
お世話ししてくださったロー
タリークラブ、インターアク
トクラブのみなさん、本当に
ありがとうございました!!!

(2)

加賀中央IAC 河口 晴奈
今回の研修は、
前回の研修よりホームステイの期間が長いと言
うこともあり、
英語ばかりで大丈夫かなあと言う不安でいっぱいでした。
ホストファミリーと初めて会った時は、
どんな方々なんだろう
とそわそわしていましたが、
ビルさんもケリーさんも明るく優し
そうで、
充実した日々が過ごせるだろうと思いました。
ホストファ
ミリーはお父さんのビルさん、
お母さんのケリーさん、
長女のマ
ンディさん、
次女のレイチェルさんと彼氏のパトリックさんと、
とても大勢で毎日にぎやかに過ごしました。
またいろいろな動物
が住んでいて、
中でも私の苦手な犬がいるのを見たときは驚きま
したが、
二匹とも人なつっこくすぐに仲良くなれました。
オーストラリア滞在中には毎晩星空が広がっていました。
サザ
ンクロスやミルキーウェイ、
その他の星も空いっぱいに輝いてい
て、
とても感動しました。
25日
（土）
にはビルさん、
ケリーさん、
祥ちゃん、
私の４人で海に
行きました。
水は少し冷たかったけれど、
みんな靴を脱いで水辺
を散歩しました。
砂浜にはたくさんの貝殻があって、
ビルさんは
綺麗な貝殻を私に拾ってくださいました。
さよならパーティーまでには家族の一員のようになれたかなぁ
と思います。
パーティーで法被をプレゼントしたときは、
̀Happi
made me happy'と喜んでくれました。
また、
各学校のアトラクショ
ンはどれも素晴らしかったです。
翌朝ロータリー･パークに到着し
て本当のお別れとなったとき、
思わず泣いてしまった私の肩を、
ケリーさんはずっと抱いていてくれました。
日本から共にこの研修に参加した先生方や生徒の皆さんともとっ
ても仲良くなれて、
一生忘れられない思い出となりました。
また
このメンバーでオーストラリアを訪れることができたらいいな
あと思っています！
このような貴重な機会を与えてくださった関係者の皆様、
本当
にありがとうございました。
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都市連合会
■４月２日

石川第四分区ＩＭ

４月２日(日)輪島市門
前町 門前会館において、
門前RCのホストによる石
川第４分区IMが６クラブ
81名の登録により、小橋
信一ガバナー補佐の開会
点鐘のもと開催されまし
た。基調講演として『リー
ダーの役割とは〜加賀藩13代藩主前田斎泰公能
登巡見に学ぶ〜』
と題して、
郷土史研究家 藤平朝
雄氏による奥能登各地巡見のエピソードを交え
た講演がなされました。
「リーダーは率先してア
クションを起こすこと」
が主な講演内容でした。
講演の後、
懇親会を山水古松幽玄なる聖地大本山
総持寺祖院紫雲台に移し、
長谷川文丈監院老師の
歓迎の挨拶、
食事の前の感謝の言葉
「五観の偈」
を
唱和し、食事と懇談にはいり、17名の雲水さんの
お給仕でローカル色あふれる門前クラブならで
はのおもてなしで、
親睦と友情を深めました。
実行委員長 稲垣 健英

敬弔・新会員・退会者ご紹介
貞男君（63）

平成18年３月７日逝去（黒部中央ＲＣ）
じんずし黒部店 代表

５月12日(金)〜13日
（土）
：第12回ロータリー青少年交換研究会
「長崎会議」
５月14日(日)〜19日
（金）
：ラオスＣＬＣ竣工式
５月20日(土)：Ｒ米山記念奨学会オリエンテーション
５月20日(土)：新湊中央ＲＣ創立15周年記念式典
５月21日(日)：第28回ローターアクト年次大会
（能美ＲＡＣ）
５月27日(土)：2007‑08年度Ｒ財団国際親善奨学生選考試験
５月28日(日)：2007‑08年度Ｒ財団国際親善奨学生
第１回オリエンテーション
５月27日(土)：2006‑07年度国際親善奨学生
第２回オリエンテーション 壮行会

Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介
■クラブ寄付

■ご冥福をお祈り致します
前林

５月行事予定

富山シティーＲＣ
・1994‑95年度 初代会長

■新しい会員の方々
中瀬 範幸君 平成18年３月１日（入善ＲＣ）
深水 信行君 平成18年３月７日（富山みらいＲＣ）
石坂 兼人君 平成18年３月15日（富山中ＲＣ）
吉田
優君 平成18年３月29日（富山中ＲＣ）
吉岡 一栄君 平成18年３月30日（高岡ＲＣ）
林
祐司君 平成18年３月１日（金沢ＲＣ）
中村 雅人君 平成18年３月１日（金沢ＲＣ）
浜
順次君 平成18年３月15日（野々市ＲＣ）
若林 幸子君 平成18年３月１日（加賀中央ＲＣ）
安田 由煥君 平成18年３月17日（能美ＲＣ）
寺尾 富子君 平成18年３月１日（石川鹿島ＲＣ）

平成18年３月24日
（4,238＄）

（富山シティーRC10周年記念として）

■ポール・ハリス・フェロー
藤澤
室崎
所司

徹君
靖君
久雄君

平成18年３月17日（富山中ＲＣ）
平成18年３月23日
（高岡ＲＣ）
（メモリアルコントリビューション）
平成18年３月30日（七尾みなとＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
上田
磯辺

雅裕君
章君

平成18年３月24日（射水ＲＣ）

１回目

平成18年３月７日（氷見ＲＣ）

１回目

■米山功労者
北山
剛君
磯辺
章君
野畠耕之介君
新谷 鎮夫君
藤本喜久子君
勝木 省司君

平成18年３月29日（新湊ＲＣ）
平成18年３月７日（氷見ＲＣ）
平成18年３月15日（金沢南ＲＣ）
平成18年３月27日（金沢西ＲＣ）
平成18年３月10日（七尾ＲＣ）
平成18年３月30日（七尾みなとＲＣ）

■米山功労者
（マルチプル）
安田 泰博君
金原 敏昭君
川原 善一君
大竹 正信君
北原喜代司君
辻
久隆君

平成18年３月６日（新湊ＲＣ）

２回目

平成18年３月29日（新湊ＲＣ）

２回目

平成18年３月15日（金沢南ＲＣ）

４回目

平成18年３月15日（金沢南ＲＣ）

４回目

平成18年３月30日（七尾みなとＲＣ）
２回目
平成18年３月30日（七尾みなとＲＣ）
２回目

月信４月号 記事訂正
月信４月号の記載に誤りがありましたので、
下記の通り訂正しお詫び申し上げます。

■３Ｐ
Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介
（訂正前）
三井亜矢子君

平成18年2月10日
（元R財団親善奨学生）

（訂正後）
三井亜矢子君 平成18年2月10日
（高岡RC）
（元R財団親善奨学生）

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。 ( 3 )
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広く世界に目を向けて、人の幸せを祈れる一人ひとりの国際交流が、大
きな輪になって世界平和になる。素晴らしい体験をして帰国したインター
アクトの体験文、紙面の都合で全部掲載できないのが残念。一人ひとりが
大事な使命を持っていることを忘れず社会のために生き、国境を越えて活
動する人になってもらえることを願っている。いよいよ「さつき」、夏も近
づく八十八夜、一年で一番爽やかな月だ。心ゆくまで楽しみ、働く時も遊ぶ
時もエネルギッシュに、命ある限りいつも五月のように生きたいものだ。
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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
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