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ロータリーと奉仕
世界理解月間によせて
国際ロータリーはその創立記念日の2月23日を「世界理
解と平和の日」とし、２月を「世界理解月間」としていま
す。誕生に因んだ日・月をそう名付けると云う事は、世
界平和がロータリーの目標となっていると言うことで
す。発足当初はそんな大きな目標設定はありませんで
した。同じ親睦と奉仕を旗印に掲げていてもその内容
は百年の歴史の中で変化してきております。
友情と奉仕を旗印に掲げたロータリーが、百年の歴史
を経て、今では世界１６８ヶ国に１２０万余人の会員
を擁する様になりました。会員のそれぞれがその地域
の業界を代表する実業人・専門職業人です。これだけの
人達が超我の奉仕の理念の下に善意の塊となって結集
すれば、かなりの影響力を持つものになる事は容易に
推測されます。然しロータリーに於ける奉仕は当初か
ら、それぞれの地域社会に於いて夫々が汗を流してす
るものでありました。第二次世界大戦の終戦前後（1943
−46年）、戦後復興策を検討すべく集まったイギリスの
ロータリアンを中心にした会合が発展してユネスコの
成立となり、その延長線上の話として、国連の創立にも
その準備段階からロータリーが参加する事になりまし
た。これがロータリー創立４０年目頃の事であり、世界
のトップレベルの指導者層に影響力を持つ存在になっ
ておる事が判ります。
次に注目されるのはＲＩ創立７５周年記念事業として
フィリッピンで実施されたセービン・ワクチンによる
ポリオ撲滅活動が予期以上の成果を挙げたのに触発さ
れて「ＲＩ創立百周年までに世界からポリオを撲滅す
る」と言う目標（悲願）を掲げて「ポリオ・プラス」プログ
ラムが始められ全ロータリー挙げての事業として今日
まで二十余年間続けられて来た事であります。ＲＩ百
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周年に絶滅宣言は出来ませんでしたがそれにかなり近
い所迄来たのであります。これは世界保健史上特筆す
べき成果でありますが、ロータリーにとっても、世界中
の全ロータリアンが力を合わせて一つの奉仕事業をす
ると言う新しい奉仕の世界が開けました。ポリオのも
たらす悲惨な状況を救うべき手段の手がかりを得た時、
これこそ天から与えられた崇高な使命と考え全世界の
ロータリアンが力を合わせてこの一つの仕事に立ち向
かいあらゆる困難を乗
り越えてほぼやり遂げ
たのです。ロータリアン
もこの運動によって自
らに秘められた力とそ
の新しい使い方に気付
いたのであります。そして、
ロータリーの奉仕活動
には「全体の力を合わせ
て取り組む」と言う新た
な面が取り入れられ、こ
れを嚆矢として皆が力
を合わせて立ち向かう
世界的な大プロジェク
トが取り入れられるよ
うになったのであります。これはロータリー創立約８
０年目からの変化であります。
ロータリーの奉仕も「個人が汗を流して身近な所で」
する原点に揺るぎはありませんが、
「 皆で力を合わせ
て世界的な視野で」
する奉仕も必要になっております。
時代の変化に対応すると言うことです。

ガバナー
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世界理解月間によせて
米山記念奨学会
学友会 会長 王

米山記念奨学会
学友会 副会長 李 毅

鶯

私が考える世界理解とは、
人々の心がつながりです。
国を隔てるように人と人の
間に国境を作ってはいけま
せん。育った環境が違えば
馴染んできた文化が異なる
のも当たり前です。文化や
言語、宗教は理解を築く上
で障害となるかもしれません。それは仕方のないことで
すが、私はそれを取りのぞく手助けをすることがロータ
リーの役割であると考え、
そのための努力も怠りません。
人々がお互いに理解を深めるには、相手に誠意と感謝
の気持ちをもって接することが必要です。
異国で生活する上で、意志疎通をはかるために私が平
生心がけてきたことは、自分の考えを伝え、相手の声を
全身で受けとめることです。さらにお互いの文化につい
て交流を深めることで、他の国に住む人とも理解し合え
ると私は考えます。人々の間にある境界線を取りのぞく
ことが世界理解への第一歩となるのではないでしょうか。

「世界理解」は、結局、異文化
理解だと思います。私は異
文化とは、異なる国や地域
の歴史、宗教、儀礼、道徳、生
活習慣、地理環境など、あら
ゆるものが含まれる文化で
あると思います。
世界は絶え間のない人・
モノ・情報の交流の中にあります。この異文化に対し、理
解も認識も相互的に行われなくては意味をなしません。
しかし21世紀に入った今日では、
お互いに異文化を荒々
しくふみにじったせいで、紛争は世界各地で起き、悲惨
な事件を招いたこともありました。
ですから、異文化理解こそが、今回の「世界理解月間」
においてより重要な意味を持ち、この地球上において人
間そして人類が、互いに平和に協調して発展してゆくた
めの基礎的な行ないとなるのではないでしょうか！

2008‑2009年度ガバナー・ノミニー候補の告知について
ＲＩ細則第13条第20節4.5項ならびに地区組織に関する要覧の規定に従い、地区ガバナー指名委員会を開
催し、
慎重審査の結果、
2008‑2009年度国際ロータリー第2610地区ガバナー・ノミニーとして富山中ロータリー
クラブ会員の高柳 功君を全員一致で推薦することが決定いたしましたのでここに告知いたします。
もし期日（2月22日）までに特別な異議がないときには、地区ガバナー指名委員会の推薦どおりに高柳 功君
を地区ガバナー・ノミニーとして宣言する旨を通達いたします。
2006年2月1日
国際ロータリー第2610地区 ガバナー 菊知 龍雄
地 区 ガ バ ナ ー 指 名 委 員 会 委 員 長 近藤 俊行
2008‑2009年度ガバナー・ノミニー候補
たかやなぎ

高柳

いさお

功 君

富山中ＲＣ

職業分類／精神科医
生年月日／1937年（昭和12年）12月13日
住
所／富山県富山市羽根465

【学歴】
1962年（昭和37年）信州大学卒、
1967年（昭和42年）同大学院修了学位取得
【略歴】
1967年（昭和42年）国立武蔵療養所
（現 国立精神・神経センター 武蔵病院）勤務
1971年（昭和46年）有沢橋病院開設
【ロータリー歴】
1976年（昭和51年）富山中ロータリークラブ入会（チャーターメンバー）
1991〜92年 会長
1996〜97年 富山第二分区代理
1984年 米山功労者
1990年 ポール・ハリス・フェロー
2004年 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 2回
2005年 ベネファクター
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オーストラリア受入交換学生来日
１月22日は関東も北陸も寒波が入り
込み、
風も強く粉雪の吹き荒ぶ日でした。
午後3時35分到着予定でしたが、悪天候
の為、大きくずれ込み、小松最終の21時
を越え21時30分でした、山本 茂 国際
青少年交換委員長は当日の朝から、何回
も予定変更が有った為ツーリスト以上
のお仕事で大変でした。学生達は元気に
小松空港に着き、金沢香林坊RC・白山RC・
白山石川RC・七尾RCホストファミリーの
皆さんから暖かい歓迎を受けて、それぞ
れのご家庭に向かいました。
４名の交換学生は約一年間勉強するこ
とになります。

２月行事予定
２月４日(土)：Ｒ米山記念奨学会選考面接試験(石川県)
２月４日(土)：第３回ＲＩ指針検討委員会会議(１日目)
２月５日(日)：Ｒ米山記念奨学会選考面接試験(富山県)
２月５日(日)：朝日ＲＣ創立40周年記念式典
２月４日(土)：第３回ＲＩ指針検討委員会会議(２日目)
２月11日(土)：石川第３分区ＩＭ（ホスト：富来ＲＣ）
２月11日(土)：第２回次期ガバナー補佐研修会
２月11日(土)：第１回次期チームリーダー研修セミナー
２月12日(日)：石川第１分区ＩＭ
（ホスト:金沢百万石ＲＣ）
２月12日(日)：来日交換学生のためのオリエンテーション
２月15日(水)：地区雑誌委員会
２月16日(木)〜23日（木）
：国際協議会(サンディエゴ)
２月18日(土)：第18回全国ローターアクト研修会(１日目)
２月19日(日)：第４回地区財務・監査委員会
２月19日(日)：第18回全国ローターアクト研修会(２日目)
２月25日(土)：インターアクト海外研修旅行第２回事前研修

新会員・退会者ご紹介
■新しい会員の方々
堀田 泰弘君 平成17年12月12日（砺波ＲＣ）
米原 嘉孝君 平成17年12月12日（砺波ＲＣ）
蔵西 順治君 平成17年12月１日（河北南ＲＣ）
西木戸 登君 平成17年12月21日（金沢ＲＣ）
八木圭一朗君 平成17年12月21日（金沢ＲＣ）
中谷 泰文君 平成17年12月19日（金沢東ＲＣ）
数左 從光君 平成17年12月１日（小松ＲＣ）
岩井庸之介君 平成17年12月16日（能美ＲＣ）
稲村 光昭君 平成17年12月16日（能美ＲＣ）

Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介
■ポール・ハリス・フェロー
須藤
豊田
森

尚之君
博保君
健二君

平成17年12月１日（射水ＲＣ）
平成17年12月１日（射水ＲＣ）
平成17年12月27日（高岡万葉ＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
呉
豊博君
山本
毅君
津田 達雄君
北川 晶夫君
北川雅一朗君
辻
利陽君
田川 孝三君
本村 公志君
井波 好雄君
井出 俊一君
北川外志雄君
前田 芳行君
水本
潔君
長髙 郁夫君
中村 房信君
鈴木 清作君
山崎 哲夫君

平成17年12月１日（射水ＲＣ）

１回目

平成17年12月５日（高岡ＲＣ）

3・4・5回目

平成17年12月８日（砺波ＲＣ）

５回目

平成17年12月７日（金沢ＲＣ）

15回目

平成17年12月７日（金沢ＲＣ）

１回目

平成17年12月１日（金沢北ＲＣ）

２回目

平成17年12月13日（金沢西ＲＣ）

３回目

平成17年12月８日（小松ＲＣ）

４回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

１回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

１回目

平成17年12月20日（能美ＲＣ）

２回目

■米山功労者
西尾
野口
清水
田中
辻本
山瀬
矢間

公秀君
英敏君
勝彦君
庄治君
修君
秋雄君
秀樹君

平成17年12月１日（富山みらいＲＣ）
平成17年12月13日（金沢西ＲＣ）
平成17年12月６日（能美ＲＣ）
平成17年12月６日（能美ＲＣ）
平成17年12月６日（能美ＲＣ）
平成17年12月20日（輪島ＲＣ）
平成17年12月20日（輪島ＲＣ）

■米山功労者
（マルチプル）
金井
上田
飛見
山口
泉田
津田
江守
新滝
武腰

武史君
雅裕君
立郎君
正志君
俊英君
達雄君
道子君
淳子君
潤君

平成17年12月13日（射水ＲＣ）

３回目

平成17年12月13日（射水ＲＣ）

３回目

平成17年12月27日（高岡万葉ＲＣ） ４回目
平成17年12月27日（高岡万葉ＲＣ） ７回目
平成17年12月27日（高岡万葉ＲＣ） ６回目
平成17年12月８日（砺波ＲＣ）

13回目

平成17年12月26日（金沢百万石ＲＣ）
８回目
平成17年12月８日（小松ＲＣ）

7・8・9回目

平成17年12月６日（能美ＲＣ）

1・2・3回目

■米山功労者
（メジャードナー）
上田

辰夫君

平成17年12月27日（高岡万葉ＲＣ） 17回目

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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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610
2005‑2006年度ガバナー 菊 知 龍 雄

編集 後記
今年に入ってから日本中を襲った記録的な豪雪は様々な
惨事を招いた。災害は忘れた頃にやって来ると言われるが、
３８・５６を思い出される。IT時代も様々な問題をかもし出
しています。
道徳的価値観や倫理観は時代によって簡単に変
わるものではない。
１００年を超えたRIは安易な流行に走る
事無く、
不易と流行をしっかり考え対応しなければならない。

(4)

Interbational District

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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