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新年を迎えて新年を迎えて

ガバナー

　ロータリー第二世紀の幕開けの年も丁度半ばに差し
掛かりました。　年度初めの会員数は2967名でしたが
40余名の増強で８月末以降は3000名のラインを超えて
おります。今年の会員増強の合言葉 "GET 65" の半ば
は到達出来ておりますので、今一息の努力をお願いし
たいと思います。交換学生のOutboundはアメリカ・カナ
ダ・オーストラリアに計11名派遣中であり、Inboundは
同３カ国から13名受け入れました。このうちオースト
ラリアからは１月から1年間ということで、昨年末には
5名が無事に1年間のホームステイを終えて帰国し、今

年１月22日には代わりに新たに４名の生徒が来着しま
す。この交換学生プログラムは国際親善に非常に大切
な事業ですが、近年他の国で性的虐待が問題になり、Ｒ
Ｉ以下関係者が対策を検討しております。その成り行
きによっては、これからのあり方に少し影響が出るか
もしれません。ロータリーカードの加入状況は未だ予
定を下回っておりますので、再度のお願いをしなけれ
ばなりません。ラオスの地域学習センター募金は着実
に進んではいますが、今一歩の更なるご協力が必要の
様です。完成時には引渡し式に現地を訪問する予定で
すが、時期は未だ確定しません。友情交換のアラスカ訪
問は気候の関係で７月決行となり募集に入る段階にな
りました。沢山の方の参加を願っております。年度当初
に計画した事業は何とか為し遂げたいと思っております。
昨今の日本では耐震強度偽装事件とか非弁活動事件な
ど職業倫理の欠如に由来する出来事が続いております。
思えば100年前のシカゴはもっと酷い状況であった筈
で、その中からロータリーは生まれ、そんな中であった
ればこそ心ある人達の共感を得て今日に至るまでの目
覚しい発展をしたと考えられます。今の時代でもこれ
等の事件を苦々しい思いで見ている良
識ある人は沢山ある筈であり、こんな
時代にこそ職業倫理の高揚を説くロー
タリーの職業奉仕の理念が光り輝く
のであります。今こそしっかりとロー
タリーを見つめなおしロータリー
運動の意義を良く掴んで、ロータリ
アンとしての決意を新たにして世
のため人のために奉仕する道を
歩み進もうではありませんか。
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交換学生近況報告交換学生近況報告
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一生懸命の派遣交換学生からの報告から
　派遣交換学生１１名から毎月スポンサークラブ経由
で「月例報告書」が届いております。
　殆どの学生が第2のホストファミリーに移ったようで
す。「ホストが代わって生活がとてもよくなった。前の家
では自分の部屋が無かったので」とか「家族がとてもよ
い人たちですが、夜ご飯が無いときがありました」悲喜
こもごもの生活の様子が伺えます。一部を紹介します。
　「1年間の教育をよろしく頼むよ。その代わりに君の娘
を預かるからまかしとき」と言う全く信頼の上にたった
ロータリアン同士の契約であります。異文化の中での生
活に順応でき、人の奉仕の心に感謝でき、慣用と忍耐の
ある、更に国際性豊かな人間に成長することを願って、
派遣受入をするわけです。成績のみを重視する留学生制
度ではありません。留学生と呼ばずに「交換学生」と呼ぶ
所以です。関係各位に時には厳父のごとく、時には慈母
の優しさで教育されることをお願いするものです。

ラオスＣＬＣ近況報告ラオスＣＬＣ近況報告

　世界には依然として11億もの人が極めて貧しい状態
にある。
　慢性的な貧困対策として、国際機関NGO等は必要な知
識や技術を指導し、身に付けるように又、地域の人々が
将来の希望を抱き、生活の向上のために自ら行動を起こ
すように、人材を育て生れるように努力している。
　2005～2006年度　第2610地区　世界社会奉仕委員会
は、ステンハマーＲＩ会長の提唱されている「識字率向
上の地区プロジェクト」としてラオス人民民主共和国ビ
エンチャン.バンガム（人口13，000人、６集落）にラオス
教育省（Non-Forrmal Education）の協力でCommunity 
learning Center建設を始めました。
設計は金沢工業大学建築学部長　水野一郎教授、材料は
浦憲親教授が担当し、学習室（4）事務室（1）建築面積（252
㎡）本体価格450万円、予算です。
2006年３月にCLCは完成予定で、ラオス教育省に移行さ
れます。
私共は、そのセンターを中心に地域社会教育支援の為、
幼児教育、ビジネス実務（パソコン教室）保健社会福祉関
係者の専門性向上等を目指した教室を開きます。
又、人材教育の為に金城大学社会福祉学部　小林千恵子
教授の指導を基に、大学で研修できるように2005年金城
大学教職員４名で12月に地域住民が抱えている問題やニー
ズを把握する為に調査を実施しました。ラオス教育省は、
このプロジェクトを農村社会教育制度のモデルとして
位置づけています。
ガバナー菊知龍雄氏を始めロータリーメンバー諸兄の
協力をいただき、感謝申し上げます。
　一見、地味に見えますが、こうした地道で協調的な識
字率向上のプロジェクトへの参画はロータリーの未来
に輝く仕事です。

国際青少年交換委員長　山本　茂

世界社会奉仕委員長　中村　啓二郎
06年３月インターアクトオーストラリア派遣
　　　　　　-12月17日(土)事前研修始まる-
06年３月インターアクトオーストラリア派遣
　　　　　　-12月17日(土)事前研修始まる-
　12月17日、石川県地場産業振興センターで第１回事前
研修会が開かれた。行き先はオーストラリア、シドニー。
ケントハーストＲ.Ｃの会員宅に四日間ホームスティし、
現地のインターアクターと交流したり、オーストラリア
進出の日本企業を訪問したりする予定である。参加人数
は生徒２５名、教諭４名、ロータリアン２名、計31名であ
る。（12月17日現在）

ＩＡ委員長　折橋健次

宮田阿沙美さん（白山石川RC）オーストラリアから
　学校の授業はHspitalityのレストランのように日
本とは全く異なる授業が多いです。
Early Chidhoodでは、小学校へ行き野菜や果物を食べ
るようにすすめるActivityをしました。こういう異な
る授業を受けられてうれしいです。
オーストラリアの家族との過ごし方がとても好きです。
家族と過ごす時間をとても大切にしています。親戚や
友達とパーティをしたりもします。日本にも、もう少
しこういう考え方があってもいいのではないかと思
いました。

前田貴弘君（金沢RC）アメリカから
　ディズニーワールドの旅行はこれまでに無いほどに楽
しいかった。South　FIの留学生と会った。最近になって英
語で、言いたいことがスラッと言えるようになってきたの
で、この調子で頑張りたいと思う。今月末にNew　Year　
Evcのパレードに留学生として出る予定です。

"より善く生きようロータリアンの絆""より善く生きようロータリアンの絆"
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Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介

敬弔・新会員・退会者ご紹介敬弔・新会員・退会者ご紹介敬弔・新会員・退会者ご紹介

米山奨学会学友会結成米山奨学会学友会結成米山奨学会学友会結成

１月行事予定１月行事予定１月行事予定
１月14日(土)： 第３回地区財務･監査委員会
１月21日（土）： 第３回ガバナー補佐会議
１月21日（土）： 第２回諮問委員会
１月22日（日）： ローターアクト第２回会長・幹事交流会
１月28日（土）： 第２回諮問委員会

朝倉　秀芳君　平成17年11月４日（黒部中央ＲＣ）
松井　雄一君　平成17年11月29日（富山みらいＲＣ）
深澤　文敏君　平成17年11月28日（高岡ＲＣ）
大谷　嘉一君　平成17年11月28日（高岡ＲＣ）
谷内　雅彦君　平成17年11月28日（高岡ＲＣ）
絹野　一夫君　平成17年11月28日（氷見ＲＣ）
木下　隆雄君　平成17年11月11日（金沢南ＲＣ）
小野　俊光君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
角出　芳郎君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
宮本　啓子君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
中田　隆彦君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
藤島　静枝君　平成17年11月２日（小松シティＲＣ）
津田　　亨君　平成17年11月29日（中島ＲＣ）
井田　松円君　平成17年11月28日（七尾みなとＲＣ）
石田　忠夫君　平成17年11月16日（富来ＲＣ）

■ポール・ハリス・フェロー
　クラブ寄付

深松　　実君　平成17年11月17日（朝日ＲＣ）　　　３回目
中川　文夫君　平成17年11月８日（新湊ＲＣ）　　　２回目
笹川　　武君　平成17年11月28日（高岡ＲＣ）　　　２回目
山本　　隆君　平成17年11月28日（高岡北ＲＣ）　　１回目
松本　幹男君　平成17年11月７日（高岡北ＲＣ）　　１回目
中山　　茂君　平成17年11月７日（高岡北ＲＣ）　　１回目
岡本　朝夫君　平成17年11月７日（高岡北ＲＣ）　　１回目
和田　充弘君　平成17年11月７日（高岡北ＲＣ）　　１回目
加藤　彰一君　平成17年11月７日（金沢ＲＣ）　　　１回目
瀬戸　和夫君　平成17年11月17日（金沢ＲＣ）　　　３回目
不室　　昭君　平成17年11月29日（金沢東ＲＣ）　　２回目
神谷　清美君　平成17年11月11日（金沢南ＲＣ）　　１回目
寺前　英夫君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）　１回目
三井他見雄君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）　３回目
吉田　義明君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）　４回目
町出　重彦君　平成17年11月11日（小松東ＲＣ）　　３回目
土定　春枝君　平成17年11月２日（小松シティＲＣ）１回目
池田　　忍君　平成17年11月17日（小松シティＲＣ）１回目

島　　秀一君　平成17年11月14日（富山シティーＲＣ）

林　　　茂君　平成17年11月14日（富山シティーＲＣ）

村田　　寛君　平成17年11月10日（富山西ＲＣ）

藤田　康則君　平成17年11月４日（高岡万葉ＲＣ）

筏井　秀樹君　平成17年11月４日（高岡万葉ＲＣ）

栗山　元成君　平成17年11月４日（高岡万葉ＲＣ）

清水　博行君　平成17年11月４日（高岡万葉ＲＣ）

酒井　安子君　平成17年11月１日（小矢部ＲＣ）

森田　和俊君　平成17年11月７日（金沢東ＲＣ）

樋口　健三君　平成17年11月22日（加賀白山ＲＣ）

高見　恵子君　平成17年11月７日（小松シティＲＣ）

松井　　聡君　平成17年11月８日（七尾みなとＲＣ）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

不室　　昭君　平成17年11月29日（金沢東ＲＣ）
泉　　勝幸君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
中川　幸一君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
杉原　　忠君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
仲谷　純三君　平成17年11月８日（小松シティＲＣ）
山本　重雄君　平成17年11月25日（小松シティＲＣ）

■ベネフェクター

中村　和雄君　平成17年11月２日（富山ＲＣ）
島田　行浩君　平成17年11月２日（富山ＲＣ）
毛利　一朗君　平成17年11月30日（富山ＲＣ）
志鷹　啓一君　平成17年11月９日（富山みらいＲＣ）
中川　文夫君　平成17年11月８日（新湊ＲＣ）
野尻　信晴君　平成17年11月７日（高岡北ＲＣ）
浅田　恒二君　平成17年11月１日（金沢香林坊ＲＣ）
川向　敏晴君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
河村　弘幸君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
角出　伸一君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）
山口　栄二君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）

■米山功労者
小松ＲＣ創立50周年として　平成17年10月28日（100万円）

中田　佳男君　平成17年11月30日（富山ＲＣ）　　　４回目
水口　益克君　平成17年11月29日（富山みらいＲＣ）７回目
泉　　勝幸君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）　５回目
薮内　捷栄君　平成17年11月８日（加賀白山ＲＣ）　５回目

■米山功労者（マルチプル）

押川　　恵君　平成17年11月４日（富山みらいＲＣ）37・38・39回目
冨木　昭光君　平成17年11月８日（金沢ＲＣ）         19・20回目

■米山功労者（メジャードナー）

■新しい会員の方々

■ご冥福をお祈り致します

米井　定義君（85）
平成17年11月11日逝去
（上市ＲＣ）

・元富山第2分区代理
・立山RC特別代表
・中新川RC初代会長、
・上市RC名誉会員

大村　隆成君（64）
㈱大村工業　代表
平成17年11月18日逝去
（新湊中央ＲＣ）

・在籍14年
・2001-02年度会長

中野　伊作君（81）
㈱中野製作所 代表取締役会長
平成17年11月３日逝去
（能美ＲＣ）

・1991年9月13日　入会
・1998-99年度　副会長就任
・1997年　Ｐ．Ｈ．Ｆ
・1998年　米山功労者1-3回
・2004年　米山功労者4回

12月11日(日)米山奨学会の年末懇親会が開催されましたが、その席
上、長年懸案であった学友会が結成されました。
懇親会終了後も、学友会正会員と私、福田副委員長とで、９時近くま
で今後の活動について、２階のロビーで熱心に語り合いました。
その中での、会員の皆さんがインターネットメールを活用しながら
も、できるだけ多く直接顔をあわせ、語り合う機会を作ることが大
切だとの意見に、なるほどと共感しました。

Ｒ米山記念奨学会委員長　林　和夫

高岡ＲＣ創立50周年として　平成17年11月28日（6,875＄）
小松ＲＣ創立50周年として　平成17年10月28日（100万円）
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 ロータリー年度は7月ですが、新年を迎えるとなんとなく
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