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2011年4月のロータリーレートは, １ドル＝８０円
ＰＥＴＳ報告 西村邦雄 次期会長

参加された皆様本当にご苦労様でした。先ほどおいでました北山会員本当にありがとうご

ざいました。ガバナー事務所から「ホントによく出来た PETS だ」といわれた事です。全員

が一丸となった印象があります。会の始まりには先ず黙祷から始まったですね！当然のこと

ですけれども炭谷亮一会員が途中で言いましたけれども、「なんでこんな時にあるんだ」と

出鼻をくじられた事もありますが、そうだなとおもいました。次期会長の印象ですが、やは

り次期会長さん緊張しておられましたね。いよいよかと言う感じでした。結構沢山の書類を

渡されました。この中にあります地区研修リーダーの話を近藤パストガバナーがなされたの

ですが、当百万石クラブではないのですがクラブ要覧ですね あれがいつも支度出来ていな

ければならないのですが、ガバナー訪問していると９月になってもまだ出来ていないクラブ

もある様です。くれぐれも早く作って下さいと言うことです。

例のごとくガバナー補佐が先に訪れて来ます。そのときにクラブ要覧を見せて「クラブ概要

など説明して」あとガバナー訪問になります。ガバナー補佐から百万石はどうしましょうか？といわれました。ガ

バナーを出しているし、当然うまくいっているし、行かんでも良いのではということでした。やはりけじめですか

ら来て下さいといいました。おおかたの話は炭谷亮一さんが結構いわれました。

先ず今度の RI 会長はインドのカルヤン・バネルジーという方がやります。Reach within to embalance hyumanity
心の中をみつめよう 博愛を広めるために という事で 概要はほとんど炭谷亮一さんがいわれました。家庭が

しっかりしていないと奉仕活動どころではないという言い方ですね。自分の職務に専念して力を蓄えて、地域活動

の尽くして欲しいということです。

今までパストガバナーは沢山いますが自分から手を挙げたガバナーはいませんし、生きが良いと あの時の雰囲気

は炭谷ガバナーで良かったでしたね。炭谷亮一次期ガバナーの方針はラオスのセンターの話をされましたね、あの

時一応予算として 500 万円をいわれましたが、能登地区の会長エレクトから「こんな事している暇があるんか？」

と当然出るんですね。「この事業費を被災している国民に向けるのではないか？」に対して答えにくい事はあった

のですが、最後は現ガバナーの崎山さんは「そうだけれども」事業はそれでやり通そう！そして「被災地の義援金

はそれでやろうじゃないか！」と締めました。あとラオスＤＶＤながて、炭谷亮一さんとしてはラオスに農業支援

センターを作ると説明されました。そのプレゼンテーション後は拍手喝采でしたね。まうまくやっていただきたい

と思います。最後の方では 禁煙の話ですが 話の後 ＣＤを皆さんに配りました。禁煙の百万石 RC は皆さんに

可成り伝わったと思います。 懇親会の場では吉田

昭生会員の「百万石 RC 会員は女性が強く男性は圧

倒されています。しかし男性もがんばってやるんだ」

といわれ、皆を笑わせるいい言い方で拍手喝采でし

た。わたしもこれから一生懸命がんばりたいと思い

ます。拍手
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点鐘 永原源八郎 SAA：長らくお休みしましたが、足

の方もどうやら、何とかでてまいりました。本日はまず

東北関東大震災のためなくなられた人に黙祷いたしまし

ょう。

SONG 『奉仕の理想』
藤間勘菊会長挨拶：皆さん今晩は先日の PETS にはいろ

いろお世話になり、ありがとうございました。ガバナー

事務所の方より１００点満点と言われまして、嬉しいこ

とでございます。今度は地区協議会がございますので、

またよろしくお願いをいたします。ほんとになんか世の

中と言うのはどう言ってわからないくらいにあれよあれよという間に人や車が流されたり、ああ

いう事があっていいものかと思ってテレビを見ておりました。ホントにメディアの力は今まで見

れなかった事が見られるという事はすごい事だと思いますし、それこそ我が人類に対する戒めの

様な気がしました。そして「一人をみんなのために、みんなは一人のため」にという言葉や、そ

れから「下を向いたら力が出ないとい」う力強い標語を自分たちで作ってはいろんな施設に張っ

てある。これは日本人の底力の様な気がしました。それから穴水の次期会長の鳥越豊子さんから

お手紙をいただきまして、「先日は研修セミナーでございました。感謝申しあげます。細やかで懐

の深い百万石ロータリークラブだと感銘いたしました。先任者としてご鞭撻のほどよろしくお願

い申しあげます。」という事でございました。

－－－《 食 事 》－－－－
幹事報告・委員会報告

宮永満祐美幹事： 皆さん今晩は 先日の PETS 本当にお疲れ様でした。今日は木場会員が

お休みですので代理で申しあげます。GSE（group study exchange program 研究グループ

交換プログラム）が今年ございます。職業人がカナダへ行きカナダからまた来るというプログ

ラムです。その団員募集の連絡が来ています。行かれるのが 9/5 から一ヶ月程度です。募集は 3
月から 4/22 までです。ロータリーの子弟などは該当せずということです。ご自身の職場の人

とか友人知人になります。ありましたらまず木場会員の方にご連絡をお願いいたします。

幹事報告ですが 各テ－ブルにおいてあります。テーブルにあります「しろえび紀行」煎餅は

先日の PETS の見学にこられた富山西 RC の方からのおみやげでございます。皆様召し上がっ

てください。

本日地震関連の事で緊急理事役員会を開催いたします。

来週は地区大会、もしかしたら地区協議会と合同になるかもしれませんが、実行委員会と言うことで例会後にいた

します。3/24 です。

上杉輝子会員 皆様今晩は 私 今のロータリーの委員会のご報告ではないのですが、実は

私どもの会社に一昨日ある青年が訪ねて来て、会社で一番大きいトラックを貸してくれと言

うことでした。

世話になった先輩が東北で被災したので、せいっぱいの荷物を積んで直接もって行くと言う

ことでした。話したらスーパーは倉庫いっぱいの品を分けてくれたそうです。緊急応援のプ

レートを車に張っていきました。一人で行くと言うものですから心配しましたが、ガソリン

も積んで行きました。その都度電話をくれて、それで先夕方、無事に帰ってきました。現地

にいたのが３０分ですが「その現地の話」で私は唖然としてしまいました。場所は仙台空港

の近くですが、200 ｍの所に小学校があったのです。、子供たちを殆ど帰したのですが、あと

高学年の 120 名が残っていました。海から 6km 離れていたので大丈夫と言うことでしたが全

滅しました。その最後は、水と廃材などが流れてきて、学校の鉄筋の壁や天井に子供たちの

亡骸がベタットくっついて廃材と一緒になって張り付いてしまい遺体をまだ全部出せないそうです。くちゃくちゃ

になっているそうです。先輩に見るかと言われたがとても逃げるようにして帰って来たとの事でした。死体の安置

する場所もないそうです。

今日からは着々と自衛隊がはいりましたが、人でもガソリンもなく遺体を出すことも出来な

い状態でした。絵にも描けない地獄の現場なのだそうです。ホントにそれを聞いてショック

でした。こんな事は日本ではどこでも起きても不思議がないものと思います。この様な協力

者を危険な荷物員の運搬のまき添えにしたくないと一人でも行動した青年もいます。

巻

ニコニコＢＯＸ ¥24,620 本年度累計 ¥633,539 残高￥3,119,311

藤間会長 ＰＥＴＳでは皆様有り難うございます。 東日本大震災大変です。募金も宜しくお願い致します。永

原さんお元気になられてよかったです。 宮永幹事 皆様ペッツのお疲れ様でした。実行委員長有り難うござい

ました。母からロータリーの募金に入れてほしいと２万円預かってきました。うれしい援助でした。私はもっと募金

します。 岩倉会員 ＰＥＴＳご苦労様でした。大災害の募金も宜しくお願いします。 井口会員 先日もＰＥＴＳお疲

５９８回

ホテル日航 5F
2011 3.17（木）

出席率 18 ／３６ 50％
１月修正出席率 72.38 ％

久しぶり

永原 SAA
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れ様でした。 上杉会員 東日本大震災皆様ご一緒でしょうがこの状況どうしたらお役に立てるか？ 昨日少しだけ寄付しました。 魏会員

みなさま。こんばんは。３月１１日におきた東北関東大震災で沢山の方々が亡くなり心を痛める今日この頃、一日も早く復興できるよう心か

ら祈っております。土田さん、お孫さんの京大合格おめでとうございます。 炭谷会員 先日ペッツ無事に終えることができました。本当に有

り難うございます。 多田会員 ＰＥＴＳご苦労様でした。また、次があります。よろしく。 土田会員 菜香楼 社長様 、ご子息の東大合格お

めでとうございます。心からお祝い申し上げます。 吉田昭生会員 魏さんのご子息さん、東大入学、土田さんのお孫さん京大入学、今

度は川さんのご主人、川祐一郎さんの県議員当選を願う。

講話の時間 西村邦雄会長エレクト PETS報告 １ペジ参照

炭谷亮一ガバナーエレクト：

先ず皆さんにお礼申し

あげたいと思います。先

日はどうも有り難うござ

いました。運が悪いこと

に災害がおこりましたが、

何とか来年でなくてもラ

オスの農業センターをや

り遂げたいとおもいます。

DVD お願いします。まだ
一年半ありますがなかなか困難も予想されていますが、何とがんばってやっていきます。皆さん、

ご支援をお願いいたします。拍手 このプログラムは本当は地区でやるつもりでしたが、いくつかのクラブ

単位でまとめてやるのが、原則とかで、今後も百万石 RCの支援をお願いいたします。
DVD を見る 内容すでに 会報で説明済み（すでに ITセンター百万石クラブで 10周年記念事業で実施）

岩倉舟伊智次期地区幹事：

災害の寄付ですが地区は 500 万円取りあえず持って行こう。石川富山に 300弱の空き家があるの
で、県市の住宅は 600 弱あり、この家賃は半年ただですが、この 500 万円でやってもらえんか？支
度金として一軒１０万円使って下さいという事でした。それで富山県知事に 500 万、石川県知事に
500万円をと昨日からずーと行動していました。

今度のラオス企画ははは 60 万円が地区から出ますので、やっと地区諮問委員会でも話し、他クラ
ブにも声をかけたところです。 点鐘

緊急理事役員会

＊地震災害の件

宮永満祐美幹事：皆ここにいて下さい。崎山ガバナー事務所より支援のお知らせが来ています。そのまま読みます。

「東日本で発生した大災害に対して当地区では特別委員会を設置し 3/16（水）に第１回の委員会を開きました。今
こそロータリーの真価が問われるときとの認識で、白熱した討議がなされました。各クラブ会長さんにはなにとぞ

今を国難の時としてメンバーに以下の事を周知していただきたくお願い申しあげます。

項目は 7つあります。①今回行う被災者支援事業の名称をロータリー 2610地区大災害支援プ
ロジェクトとする。②資金の使途をなるべく目の見えるものにする。具体的には県が被災者

に大災害住まいを提供するのにあわせ生活物資の支援を目的とする（大災害で現地は人が住

める環境ではなくなっており、移住せざるを得なくなくなっている）③国際ロータリー 2610
地区大災害被災者救済義援金募集の目標を 1 億円とする。今後の被災状況を判断して継続し
て義援金活動を行う。④募金の範囲は会員の所属する企業も対象とする。領収証も発行する。

⑤緊急に石川県と富山県に住まいし、住まいの準備生活必需品、必要物資等の資金として先

ず 500 万円ずつ支援をおこなう。その際、早急な対応を行ってもらう様強く要望する。募金
締め切りを 4/11とする。⑦振り込み口座

岩倉舟伊智 500 万以上は知事が直接うけとりますが、県は被災者を受け入れるプロジェクトが出来ていないので
無理な様です。ただ、使用方法を決めないで、ただ被災者を受けるためのお金なら受け取りましょう。と言うこと

でした。「そこまで言われるのでしたら そのプロジェクトを是非ロータリーで立ち上げて下さい。」との事でした。

各地域の RCでやったらどうですか？と逆にいわれました。しかし単なる募金でなくて使用目的があるのです。
会員意見１：ロータリーはお金を出すが意見を言わないで、好きな様に使って下さい。と言うのが正しいのではな

いのか？

会員意見２：現在、出かけて行ってお手伝い出来ないのに そんな条件言っている訳にはいきません。

会員意見３：もっと街頭に立ったらどうですか？ などあり。

（編集部意見：目立たなくても 赤ひげ医者のごとく ひたすら奉仕することもあっていいと考えている会員も
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可成りいるらしい。）
＊地区協議会のプロジェクトについて

北山実行委員長：ここに書いてありますが、ここにこれだけメンバーがいます。プログラムが少し変わりそうです。

発言１： いろいろ役員には希望もありますので、もっと話あって下さい。またみんなで参加したいとの事ですが！

北山： スポーツでいえばチームプレイだと思います。チームには作戦を立てる監督がいるのに、みんなで作戦た

てたらどうなりますか？ 作戦は実行委員長がたてます。

発言２： 実行委員長に任してはどうですか？

（編集部意見： 適材適所で 有名無実会員もいますが、一応全員参加は必要と思います。、確かに指揮者が沢山

いては困るのですが、まだ間に合いますので、しっかり相談してから駒の動かし方は実行委員長という事になると

思います。会員のみならず支出経費となる請負業者 アルバイト 施設などの指名交渉責任者も一元化したいと思

います。？ ）

義援金について先日の緊急理事役員会で方向が決まりました 2011 年 3 月 18 日
百万石ロータリークラブでは独自のプログラムではなく、このプロジェクトに賛同

会員各位 金沢百万石ロータリークラブ 会長 藤間勘菊

東北関東大震災･災害義援金のお願い

いつもお世話になっております。また、今年はいろいろな活動があり、皆様の熱意とご協力に大変感謝しており

ます。

さて震災について連日のニュースで被害が報道され、胸が痛む思いをしていらっしゃると思います。先日の例会

時には、上杉会員のお知り合いが被災地に入った様子をお聞きして、想像以上にひどい状況ということを改めて感

じました。 私たちロータリアンとしても「何かをしたい、なんとかしなければ・・」という思いが高まります。

この震災への地区としてのプロジェクト、「国際ロータリー第 2610 地区大震災被災者支援プロジェクト」が立ち

上がりました。石川・富山で 1 億円を集め、被災者の方々の支援をしようというものです。地区には、約 2600 人

の会員がいますので、単純に計算すると一人約 40,000 円ということになります。

3/17 の緊急理事役員会で、私たち百万石ロータリークラブでは独自のプログラムではなく、このプロジェクトに

賛同することになりました。皆様の、温かいお心を集めたプロジェクトにしたいと存じます。義援金は、例会時に

ご持参いただくか、事務局までお届け(送金)くださるようお願いいたします。希望者には、地区からの領収書が発

行されます。

援助は早い方が価値があると思います。4 月 11 日が第一次募集締め切りですので、お早目にお願いできますでし

ょうか。

何卒ご協力下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

以上
南光州ＲＣよりお見舞メール

藤間会長,会員皆様

東日本大震災を受け謹んで深い哀悼の意を表し,温かい慰労のことばをお伝え致します。

日本が 1 日も早く大きな災難を克服し経済大国の姿を取り戻すことを心からお祈り申し上げます。

南光州ＲＣ 会長 金 千 洙 代 朴 天 学 外 会員一同

国際 R 親善学生 古市 牧子さんよりお見舞メール
金 沂秀 さま、金沢百万石ロータリークラブのみなさま

家族に連絡を取り、金沢の地震の影響はあまりなかったと聞き少し安心をしましたが、みなさまはお元気でいらっ

しゃいますでしょうか…

首都圏に住んでいる友達がそれぞれ影響を受けているので、遠くに住んでいるとはいえどもなかなか落ち着けませ

ん。こちらではインターネットで NHK の放送が見れます。そのお陰で現状を知ることが出来ますが津波の映像を

見た時にはフランス人の友達共々言葉を失いました。一生忘れることが出来ないものです。

昨日はフランスのラジオ局から連絡があり、インタビューを受けました。

こちらでもテレビ・ラジオともに日本の地震について放送しています。

ナントのロータリアンの方からも「牧子の家族は無事だったか」と連絡がありました。

余震はまだ続いているようですし、これから何が起こるかも誰にも分かりません。

どうか皆様がこれから －－－－－あと文字化け
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ガバナーエレクトからの手紙 炭谷 亮一

「終身雇用制度」
戦後の日本にはバブル崩壊までは「日本人の勤勉さ」に支えられた開発と発展の歴史が

あった。軍備の方は日米安保により、アメリカにオンブに抱っこの状態をうまく作り上げ、

「勤勉」は日本人の精神の精神のよりどころであり、今日はとても貧しい、しかし明日は今

日より良い、そして何年か何十年か先には明るく光り輝く国になっている。そんな希望を持

っていたと思う。

事実１９８０年代末には日本はものづくりで世界を席巻し、日本のＧＤＰは世界第二位に

なり、アジアの唯一の代表としてＧ７の一角を担う「ジャパン アズ ナンバーワン」のイ

メージを持つに至った。アメリカは、日本の途方もない経済の発展に恐怖感を抱いたのであ

る。当時の日米貿易の障壁撤廃のアメリカ側の交渉で実際に交渉に当たった私の知人から聞

かされたことだが、アメリカは交渉のテーブルをどんどん叩いて。日本側に譲歩を迫るのは

当たり前で、靴でテーブルを蹴っ飛ばしかねない勢いであったと聞いている。戦争で負けた

はずの日本の驚異的な台頭にいらだったのだろう。日本は米ソの冷戦における最大の勝利者だったのかもしれない。

当時の製造業は、大企業から中小企業まで談合と系列という組織のもとで、優れた品質を持った製品を少しでも

安く生産するように必死の努力を重ねた。商社マンは優れた日本製品を世界にマーケットに押し出す為、慣れない

英語で苦労しながら、頭を下げお百度を踏みアメリカ、ヨーロッパ、アジアそしてアフリカまでも駆け回った。実

は当時の日本には、安心して働ける制度（セーフティーネット）終身雇用制度がしっかり根付いていた。例えば商

社マンが海外で悪戦苦闘して働いて頑張れるのも、首を切られない終身雇用制度があればこそのものだったのであ

る。バブル崩壊後、この良き制度は完全に破壊されてしまった。

我々日本は、終身雇用制度を年功序列を撤廃し、不況時には、ワークシェアリングを行い実力主義を加味した制

度に再構築することが、日本経済復活のカギになるかもしれない。安心して働ける環境作りが急務であろう。

情報 ロータリーにおける災害救助のルール
新しい情報を提供します。
まずロータリーにおける災害救助のルールです。RIからの災害援助要請の制度は数年前からなくなりま
した。しかしこの度は特例として、RIからの具体的な要請が2-3日中に出される予定です。
従って一般的な援助要請は被災地区ガバナーおよび被災地区クラブ会長から個別にだされることになり
ます。
現時点において出されているのは2520地区)岩手・宮城)からだけであり、それも地区独自のプロジェク
トではなく、岩手県の災害本部を経由しての援助活動要請です。
宮城県からは回答待ちとのことです。クラブ・レベルでからの援助要請はきていません。

現実の問題として、当該地区やクラブの人たちはその日を生き抜くことに精一杯で地域社会に対する
社会奉仕活動ができる状態ではないと思います。
くれぐれも、募金をしてそれを勝手に送り付けないでください。地区やクラブから募金の要請がきてか
ら送ってください。それまではプールしておいてください。
遠からず、地区やクラブが活動を開始する日が来ますから、それまではロータリアンの善意による宿泊、
食料、水持参の自己完結型のボランティア活動に参加することだと思います。
クラブとしてでも個人としてでも、是非積極的な参加が望まれます。
その場合は必ず、現地の災害本部の了解をとって、その指示に従ってください。
阪神大震災では診療所が全壊したこともあって、2ケ月間芦屋市の災害本部に詰めた時、いくら善意で
あっても、勝手に動き回るボランティアの存在はかえって迷惑であることを痛感しました。

シェルター・ボックス配布したShelterBox Response Teamのについては、RIの再三の要求にもかかわら
ず、その活動実績や財務に対する報告が無いので、現在、RI理事会はグローバル・ネットワークの取り
消しとロータリー・マークの使用停止を検討しているとのことです。
どなたかがいっていた、テレビ写りを意図した行動というのも、あながち否定できないのかもしれま

せん。
なおBoxの代金を支払う必要ありません。そんなことをしたら後々悪い前例をつくることになります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
田中 毅 (尼崎西ロータリークラブ)
2680地区(兵庫) 1996-97年度 PDG
e-mail ashicon@pop02.odn.ne.jp
URL http://www1.odn.ne.jp/~caz52570

ロータリーの源流
〒661-0976 尼崎市潮江1-3-12
ローレルスクエア 2221号室

http://www1.odn.ne.jp/~caz52570

