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22日・23日の2日間にわたって行われた地区大会に、ご参加ご協力を賜りま
したことに厚くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。ロー
タリアンの友情に深く感謝申し上げます。
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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。

　2610地区のメンバー諸兄の皆さんこんにちは
昨年度に引き続き地区ロータリー財団委員長を
拝命しました金沢ロータリークラブの瀬戸でご
ざいます。本年度も皆様方のご指導ご鞭撻を何卒
宜しくお願いいたします。昨年度はポリオ撲滅推
進活動キャンペーンの最終年度であり皆様方の
暖かいご支援により地区目標としていました48
万ドルにほぼ近い数字の寄付を集めることが出
来ました。皆様のご支援を心より感謝申し上げま
す。また、日本ロータリーといたしましても1600
万ドルの目標を立てていましたがそれもクリア
することが出来ました。ただロータリーアン全員
の願いであるロータリー100周年シカゴ大会での
ポリオ撲滅宣言にはいたらなかったのは残念です。
ポリオの大々的なキャンペーンはロータリーク
ラブ全体としては終わりましたが引き続き皆様
方の協力をお願いします。
　さて、昨年度は地区としては初めての事業とし
て地区補助金の支給を開始しました。地区として
２万５千ドルの補助金を用意して皆様方からの
申請を受け付けた所10クラブから申請がありま

した。やはり、各クラブへの案内が不充分だった
ために思ったより申請が少なかったようです。申
請された10クラブ全てに補助金を出すことが出
来ました。最終報告書もロータリー財団本部に今
年６月提出しまして８月に財団本部から10クラ
ブの補助金を認めるという返事が届きました。た
だ残念なのは為替とかの関係で全額使うことが
出来ず約50万円弱ほど残しました、今年度は出来
るだけ多くのクラブに支給したいと思います。10
月現在のところ10クラブしか申請が出ていない
ので締め切りを延長して11月末まで受け付ける
ことといたします。本年度もメンバー諸兄の協力
をお願いします。
　最後に国際親善奨学生の件ですけど2005-06年
度国際親善奨学生の６名は９月までに全員指定
されました国の大学に留学されました。そして、
2006-07年度の国際親善奨学生候補者は９月末ま
でに財団本部のほうへ申請書類をすべて提出し
ました。後は財団本部からの合否の返事まちです。
来年２月ごろには2007-08年度の国際親善奨学生
の募集を開始する予定ですのでまた、各クラブか
らの推薦をお願いします。

　ロータリー財団は1917年６代目会長アーチ・ク
ランフが「全世界的な規模で慈善、教育、その他社
会奉仕の分野でよりよきことをするために基金
をつくろう」と提案したことにより基金として発
足し、1928年の国際大会で「ロータリー財団」と命
名されました。1947年ポールハリスの死去に伴い
財団への寄付が相次いで寄せられ、翌年、初めて
７カ国から選ばれた18名に奨学金を授与しました。
以来財団のプログラムと規模は拡大を続け、2003
年には約165億円のの財政規模となりました。
　主な活動として民間では世界最大規模の奨学
制度を持ち毎年700名から1000名の国際親善奨学

生を送り出し、世界中からポリオを撲滅するワク
チン投与には1979年より500億円を上回る資金を
提供しております。
　ロータリー財団は2000年２月のロ－タリー財
団管理委員会において「ロータリー財団の使命は
地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道的、教
育的、文化交流プログラムを通じて、ロ－タリー
の綱領とロータリーの使命を遂行し、かつ世界理
解と平和を達成しようとするロータリーの努力
を支援すること」と使命が地域レベル全国レベル
に改定され活動の基盤と範囲がさらに拡大いた
しました。
　世界平和及び援助を必要としている多くの人々
のためにぜひ、各会員の格別なるご協力を賜りた
く宜しくお願い申し上げます。

　さる9月10日金沢市の地場産業振興センターで
今年度のR財団セミナーが開催され、地区内の多
くのクラブより多数の御参加を頂きました。
ご承知の通り今まで永年ロータリー活動の顔と
も言うべきポリオプラスも今年で終了し、当2610
地区は全国でも有数の成績をあげる事が出来ま
した。これもひとえに当地区ロータリアンの意識
の現われだと感謝申し上げる次第です。
　さて、いま財団委員会での重要案件の一つに"ロー
タリーカードの加入"が上げられると思います。

これは会員の皆さまにクレジットカードに加入
して頂くと言うもので、具体的にはゴールドとス
タンダードの２種類があり、スタンダードに関し
ては加入にかかる費用等は一切必要なく、ゴール
ドには1万円の入会金と1万円の年会費がかかり
ます。
皆様の利用金額の0.3％がRCに寄付金として戻さ
れ、さらにはゴールドカード会員の年会費から毎
年3000円も戻されます。
どうかこの際皆様方には知らず知らずのうちに
RCに寄付が出来るカード入会をお願いする次第
です。

ロータリー財団委員会
年次寄付・恒久基金小委員会　委員長
　　　　　　　 　松島　昌幸(羽咋ＲＣ)

ロータリー財団委員会
年次寄付・恒久基金小委員会　委員長
　　　　　　　 　松島　昌幸(羽咋ＲＣ)

ロータリー財団委員会
副委員長　補助金小委員長
　　　　　　　　桝田 隆一郎(富山ＲＣ)

ロータリー財団委員会
副委員長　補助金小委員長
　　　　　　　　桝田 隆一郎(富山ＲＣ)

ロータリー財団委員会　委員長
　　　　　　　　 瀬戸　和夫(金沢ＲＣ)
ロータリー財団委員会　委員長
　　　　　　　　 瀬戸　和夫(金沢ＲＣ)
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11月１日(火)： 志賀ＲＣ

11月６日（日）： 富山第３分区 富山第４分区合同ＩＭ（ホスト:南砺ＲＣ）

11月８日(火)： 富山みらいＲＣ

11月９日(水)： 加賀中央ＲＣ

11月10日(木)： 門前ＲＣ

11月15日(火)： 山中ＲＣ

11月22日(火)： 第2回地区財務・監査委員会

11月24日(木)： ロータリー財団地域セミナー

11月25日(金)： 第２回ＧＥＴＳ、地区研修リーダーセミナー

　　　　　　　ガバナー会、地区会員増強委員長合同セミナー

11月26日(土)： 第34回ロータリー・ゾーン研究会

　～27日(日)：

江守　道子君　平成17年９月２日（金沢百万石ＲＣ）

成岡　　洋君　平成17年９月１日（白山石川ＲＣ）

■ポール・ハリス・フェロー

牧野　隆子君　平成17年９月27日（富山みらいＲＣ）　１回目

加藤　　功君　平成17年９月12日（白山石川ＲＣ） 　 ２回目

木村　博美君　平成17年９月28日（白山石川ＲＣ） 　 ２回目

下口　幸雄君　平成17年９月２日（加賀ＲＣ）     　 ５回目

大蔵　政明君　平成17年９月14日（朝日ＲＣ）

沓掛　隆義君　平成17年９月７日（宇奈月ＲＣ）

浦井　敏成君　平成17年９月６日（富山ＲＣ）

笠井　千秋君　平成17年９月８日（高岡ＲＣ）

前田　一樹君　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）

渡辺　昭洋君　平成17年９月５日（砺波ＲＣ）

大西　　清君　平成17年９月５日（砺波ＲＣ）

芥川　善男君　平成17年９月28日（金沢ＲＣ）

松井　富雄君　平成17年９月28日（金沢ＲＣ）

堀　　祐一君　平成17年９月28日（金沢ＲＣ）

越野　　明君　平成17年９月２日（能美ＲＣ）

松尾　幸恵君　平成17年９月１日（羽咋ＲＣ）

土谷　典人君　平成17年９月１日（富来ＲＣ）

橋　　徹男君　平成17年９月１日（富来ＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

田邊　嶽之君　平成17年９月21日（富山ＲＣ）　　　　４回目

笹川　　武君　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）　　 　2・3回目

前川　俊朗君　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）　　　　９回目

下村　義明君　平成17年９月２日（金沢百万石ＲＣ）　８回目

竹谷　喜平君　平成17年９月27日（加賀ＲＣ）　　　　４回目

中川　公三君　平成17年９月７日（小松ＲＣ）　　 　3・4回目

前山　正一君　平成17年９月21日（七尾ＲＣ）　　　　５回目

■米山功労者（マルチプル）

荻布啓四郎君　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）　　　　13回目

■米山功労者（メジャードナー）

北一㈱　室崎　靖　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）    １回目

■米山功労者法人

畠平　勝光君　平成17年９月14日（黒部ＲＣ）

飯野　直記君　平成17年９月28日（富山ＲＣ）

小間　茂雄君　平成17年９月29日（高岡ＲＣ）

■米山功労者

■新しい会員の方々

　R財団では、ロータリアン一人当たり毎年
１００ドルを目標に募金活動が展開され、全
世界で人道的、教育的プログラムを支援して
います。
たとえば、１００ドルあれば、ケニアの子供
２人のための１年分の学費と教材費がまか
なえます。

　Ｒ財団活動を支援する目的で、マスターカー
ドが発行されています。
このカードをご利用されることにより、自動的
に財団に寄付される仕組みになっています。（カー
ドショッピング利用金額の0.3％が財団に還元
されます）

ただし、全国で４千人を超える事が条件ですが、
残念ながらまだ目標に達していません。
一人でも多くのロータリアンのご入会をお願い
いたします。
（申し込み用紙は各クラブ事務所にあります。）

Every Rotarian,Every Year

！！毎年あなたも１００ドルを！！
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 先日、濃霧でプロ野球も中止になったときもありました。
２６１０地区の最大行事地区大会は雨に見舞われましたが、
多くのロータリアンのご協力のもとに終えることができま
した。ありがとうございました。
ずぶ濡れでも笑顔を忘れず演舞してくれたアトラクション
の皆さんにも感謝でいっぱいです。 Interbational District
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