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金沢百万石

地区協議会開催のご案内
金沢百万石ロータリークラブ会長 藤間 勘菊

実行委員長 北山 吉明

1.開催日時・場所 平成 23 年 5 月 15 日（日）石川県地場産業振

興センター 本館 石川県金沢市鞍月２丁目１番地 ℡

076-268-2010
1.出席義務者

【次期クラブ会長会議】出席対象者：ガバナー、ガバナーエレクト、

現・次期地区幹事、現・次期地区財務委員長、次期監査委員長、次

期クラブ会長

オブザーバー：ガバナーノミニー、次期地区財務委員

【全体会議】出席義務者：次年度 会長・幹事・会計・ 理事・役員・各委員

長・新会員（入会 3 年未満）

※上記にかかわらず、出席をご希望の方には自由にご参加ください。

※ネームプレートは各自ご持参いただきますようお願いいたします。

3.登 録 料 4,000 円（既に、半額負担をいただいております。） 出欠については、別紙の登録者名簿に

記入済みですが、ご確認頂きご都合のお悪い方は事務局までご連絡をお願いいたします。

4.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 本館 第７研修室

＊今回は会長・幹事・会計部会は別途開催せず、全体会議前に次期クラブ会長会議を開催し、次年度予算のご承認

をお願いすることとさせて頂きたく存じます

11:35 次期クラブ会長会議 受付開始 11:55 次期クラブ会長会議（次年度予算の承認）

12:30 終了 ※終了後、会長会議出席者のみお弁当をご用意させて頂きます。

【全体会議】本館大ホール 12:30 登録開始

13:00 開会点鐘 13:10 ガバナーあいさつ他

13:30 ガバナーエレクト所信表明

14:05 地区協議会の主旨表明

14:15 米山ホームカミング学友 スピーチ

14:35 休憩

14:45 パネルディスカッション テーマ

「今こそロータリーの真価を！」 公開

16:15 ガバナー所感他 16:50 閉会点鐘
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クラブ例会予定 2010-2011 年度

4/28 川きみよ会員

5/12 地区協議会打ち合わせ

5/19 金沢市内整備課

若松ガバナー補佐５月１９日（木） 来訪

2010 ～ 2011
(役員） 会長：藤間勘菊 ｴﾚｸﾄ：西村邦雄 副会長：北山吉明 幹事：宮永満祐美 副幹事：上杉輝子

前会長 村田祐一 会計：竹田敬一郎 SAA：永原源八郎

（理事）クラブ管理運営委員長：水野陽子 副：二木秀樹（親睦：上杉輝子 プログラム：魏 賢任

SAA：永原源八郎 ニコニコ：二木秀樹 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：井口千夏 奉仕プロジェクト委員長：吉田昭生

副：魏 賢任（職業：申 東奎 社会：野城 勲 国際：木村幸生 ﾗｵｽ IT ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）
会員組織委員長：金沂秀 副：杵屋喜三以満 （会員増強：金沂秀）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：藤間勘菊）

広報委員会委員長：多田利明 副：北山吉明・土田初子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：土田初子

会報：石丸幹夫) PETS・地区協議会実行委員長：北山吉明 副：多田利明、宮永満祐美、井口千夏

理事： 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-1111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 相川晶代

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日
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点鐘
SONG 奉仕の理想
四つのテスト
藤間勘菊会長挨拶：皆さん、今

晩は 今日はお客様がいらして

おります。実は私は今まで舞台

がありまして、下ざらいをして

おりました。でも今日休むと皆

出席にならないのです。何が何

でも振り切って、坂東三津五郎

さんが舞台に下あたりしていらしたんですが、来ました。 とんでもない人ですけれども何にも用意はしてないの

ですけれども、ロータリーが命と今日はまいりました。舞台の下ざらいをみていましたが、清元の先生で去年、ご

自分のたった一人のお嬢さんを亡くされその前の年は弟さんを亡くされました。し

かし本当に、お会いすると涙をぽろぽろ出されるのに、舞台ではしゃきとして、謡

っていらしました。それを見てやはり芸の力はすごいなと思って聞いておりました。

そして今日は杵屋喜三佐以満さんもやっぱり親子 3 人でしていらっしましたし、今

日は本当にいろんな事で考えさせられる一日でした。

ビジター： 太田光尋様 （金沢東 RC）
ゲスト：魏賢任さんのオブザーバーとして林克吉様ようこそいらっしゃいました。

食事と歓談
幹事・委員会報告

宮永満祐美幹事：皆さん今晩は、今日は声がちょっとかわりました。ご協力いただきま

した東日本大震災被災者支援事業ですが、4/27 現在で 90,443,165 円でした。後協力有り難

うございました。街頭募金に関しては魏賢任副幹事より報告があります。

また今日は次年度の理事役員会と地区大会実行委員会がございますのでお

残り下さい。

これはロータリーの他、個人で募金なさった方も含まれています。

魏賢任副幹事：5/7 の街頭募金は 12:30 から 1:30 で集合時間は 12:15 に

エムザの化粧品と洋服との間の広い通路がありまして、そこの近江町側で

集合です。エムザ前で２～３カ所と思ってっています。ご本人ととくにお

子様やお孫様のご参加をお願いします。

ニコニコ BOX ¥11,600 本年度累計 ¥713,539 残高￥3,153,123-

藤間会長 川さん卓話楽しみにしています。宮永会員 川さん、今日よろしくおねがいします。 魏会員

皆さんこんばんは。川さんのお話を楽しみにしております。今日は、大切な友人の林克吉さんが体験入会に来

られました。皆さん、どうぞ宜しくお願いします。多田会員 川さん、卓話宜しくお願いします。 西村会員

川さん卓話楽しみにしています。 二木会員 川さん卓話よろしく。ご主人の県議会の当選おめでとう。

村田会員 ４月２４日（日）「大震災チャリティーコンサート」超満員でした。企画・運営された北山先生・東

海林さん他に感謝感謝です。

講話の時間 「 私のお店 東山 みづほ 」 川きみよ会員
皆様」、こんばんは今日は声ががらがらです。ここに立たせていただくのは 5 年ぶり

です。前回は 30 才の時、二木さんが会長をしていらして、その時は一目でお話しする

のははじめてでした。30 分でしたが、原稿は 15 分で読んでしまってどうしようかと思

ったのですが、北山先生が「あなたの言いたいことはこういうことなんですね。」と言

われすっごく優しい人だと感動したことを覚えています。今回入会で藤間会長とと北山

先生に栗木さんのお話の会にておあいしました。そしてクリスマスの会に呼んでいただ

きました。5 年前にもこのクラブに温かいものを感じましたし、クリスマスもとても楽

しかったです。そこで吉田園長先生もおられました。びっくりしました。奥様には中学 3
年の時、数学を教えていただきました。

今日は私のお店のことをお話しようと思います。

まず今回の皆様のこれまでのお付き合いもいろいろあったでしょうに、協力していただ

きまして主人のこと心から感謝いたしております。30 歳の時に仕事で独立しようとおも

いました。いろいろ考えて 3 週ほどインドへ行って帰って来ましたら見城亭兼見御亭の今の馬場会長さんにうちへ

来ないかと言われ、いきました。いろんなことを教えていただきました。3 年間勉強してから独立しました。今考

えるとそれが大事な期間でした。やはり人のご縁は大切だと思います。3 年たって、独立しましたが街の方が心配

してくださり、競争の激しい茶屋街ですので、たまたま大家さんがテナントあるし、しないか勧誘されました。し

かもかなりお安い値段にしていただきました。折角、人気の観光地なので、石川県で人に負けない店にしようと思

６０２回

ホテル日航 5F
2011 4.21（木）

出席者 15/36 41.67%

2 月修正出席率 72.06 ％
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いました。本日テーブルに印刷物をおきましたが、プリントに 6 種類のお米が書いてあります。東京の白羽根の日

本全土の有名なお米を選んでのご飯やさんをモデルにした石川版です。研究と情熱をかけた農家のお米はやはり違

います。昨年は暑くてお米はあまりよくないといわれていますが、能登光ですが宮崎さんという方が作っておられ

るのですが、ビックリするほどおいしいお米で感動しました。観光の方に見てもらって「石川のお米」のほか「石

川の塩」「輪島塗のお箸」「九谷焼の器」をお店で使っています。卵は中山さんという鶏に対する情熱に感じて入れ

ています。お客さんとの対話にも生産者の情熱が伝わるように努力しています。

”東山みずほ”の由来ですが、お米にまつわるお名前です。日本は瑞穂の国と言われますね、きれいな言葉です。

東山みずほという方が来られて嬉しく思いました。オープンして 3 か月はシェフのお友達の男の人にきてもらいま

したが、お店は女性スタッフのみです。一人でお客さんがブラーと来ても安心のいうことで女性のみにしました。

3 人ずつの組み合わせで仲良くやっています。私たちがお店で楽しんで仕事をしていますとお客様も「さわやかだ

な」と感じてくださる様です。もう 2 年になりますが月に 1 回、もう 2 年になりますが、稲盛和夫（京セラ）さん

の勉強会に参加しています。一番大事なことは「たった 1 回の人生だけれども人のために何かしてあげたというこ

と」でみなそう思っているので私も恵まれた環境で仕事をさせて貰っていると思っています。

お米離れは想像以上で大変だと思っています。若いお母さんがお子さんを連れてきますと「うちの子あまりご飯

好きでないんで」と言われる方がいて少なめによそってあげるのですが、子供が「ご飯おいしい！」といい、おか

わりまでしだします。ちゃんとしたもの食べていないと好きにならないようです。私もパスタや麺は大好きですが、

やはり日本人はおこめから始まっています。とにかく私たちの DNA がお米でなくてはならないのであって、パン

を食べるとお腹がすいたりしてまた何か食べたりして、どんどん肥満になったりしますが、お米はとても腹ももち

がいいので、やはり日本人の体にいいのかと思っています。

あとお店をしていて気付いたのですが、お米を扱っているうちに教えてもらったことですが、塩辛やお漬物を出

してみたり、沢庵のおくもじやえびすを関東の人は喜びます。こういうものをもっともっとだせばいいんんだなと

思いました。」 土鍋も大切で、いま三重県のものを使っていますが、京都で有田焼にセラミックを混ぜて 9 割を

遠赤外線でいくようにしましたらとてもおいしい土鍋を開発しました。こうしたことで珠洲でもおいしいたけるお

鍋を作ってくれそうです。

私、今中学 3 年の子がいますが、一緒にいる時間が少なくなりまして、私も淋しいし、あの子も淋しいかなと

思いますが、手伝いもしてくれます。そして私の働いている姿を見て労働の楽しさを感じてくれればいいかと思っ

ています。職場の不平を親がしていると子供には悪影響があると思います。

最後に私は観光地にいますものでそのジレンマを見ています。私の夫が政治の道に入りましたのでそこを通して変

えていきたいと思います。その意味で二人三脚かなと思っています。この生まれ育った石川県にもっともっとファ

ンを作っていけたらと思っています。

点鐘
地区大会実行委員会と次年度理事役員会

日 時 ：４月２８日（木 例会後 ホテル日航金沢

議 件 ： １．地区大会の４月の業務進行状況

２．地区大会の５月の予定

３．その他

今回は次年度理事役員会も開催しました。

４月以降の金沢市内8RCの例会変更
金 沢ＲＣ 5/25（水）18:00～ 金沢ニューグランドホテル「チャリティ・オークション」6/8（水） 休会

金沢東ＲＣ 5/2（月）休会

金沢西ＲＣ 5/6（金）休会 5/27（金）6:30大乗寺「早朝例会」6/24（金）18:00～金沢都ホテル「最終夜間例会」

金沢南ＲＣ 6/28（火） 休会

金沢北ＲＣ 4/28日（木）休会 6/16（木）休会 6/30（木）18:30～ 松魚亭 「最終夜間例会」

金沢香林坊ＲＣ 5/2（月）休会

5/9（月）休会 6/20月）18:30～「やれやれ会」

金沢みなとＲＣ 5/31（火）休会

金沢百万石ＲＣ 5/26（木）休会

(地区大会準備の進行状況です)
2011,4,28 訂正宮永

金沢百万石ロータリーホスト地区大会

世界を知ろう～大きな心深い愛もっともっとロータリー～
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地区大会業務進行表(4 月)

★実行委員長・現会長・次期会長

8 ロータリーにコホストクラブ OK のため訪問不要に→ お礼文書を４月に送ること済

パンフレットに載せる写真と言葉を準備・・実行委員長 4/10 まで済

★総務部会

講師に正式文書の発行・・三崎パンフと同時に５月頭に

講師写真、プロフィール、テーマを野城さんにデータ送信・・三崎済

知事、市長に正式文書・・三崎作成パンフと同時に持参５月

パンフレット作成の進行を確認(記録部会との連携) ・・宮永

ガバナーエレクトの写真とプロフィールを野城さんに送信・・・有田済

地区協の名簿チェック・・・多田水野宮永済

★式典部会藤間（木村会員多忙のため変更）

部会内の役割分担と今後のスケジュールの決定宮永案作成済

5 月の地区協議会での実行委員長 PR 時のバックのスライド作成、・・村田済

会場の現地視察・・炭谷岩倉、藤間、上杉、宮永、三崎、金沢舞台土田氏４／７ 済

★記録部会

5 月に配布するパンフレットの印刷(原稿 4/10 まで) 仕上がり 4 月末・・・野城

二種類ある表紙のうちどれかを選ぶ・・字が大きい方に決定

ホームページの立ち上げ、ガバナー事務所にリンクを貼って、飛ばせるようにする・石丸未

★会計竹田

継続して出金のチェック・・西村

★高崎 RC がバスで参加との情報から、姉妹友好クラブの当日接待の担当を決める

・・姉妹友好クラブ担当部会(金)

★実行委員会全体

4 月実行委員会の開催 4/28
会員各位(地区大会準備の進行状況です)

2011,4,28 訂正宮永

金沢百万石ロータリーホスト地区大会

世界を知ろう～大きな心深い愛もっともっとロータリー～

地区大会業務進行表(５月)

★実行委員長・現会長・次期会長もしくは総務

知事、市長には秘書課に持参（ご本人への表敬訪問はしない方向）

★総務部会

知事、市長に正式文書・・三崎作成

パンフと同時に持参５月

新入会員へテーマバッヂの配布の手配・・・多田(9 月まで)

事務・・・① 7 月の分担金が入った時のチェック表作成しておく三崎

②登録のお願いの検討・・やり方や時期相川三崎

③地区協でのパンフの配布の手伝い三崎

④登録名簿の作成について準備種類・様式など三崎

★式典部会藤間

業者との連絡・・・コーヒー、音楽堂の喫茶など・・上杉７月ごろまで

5 月の地区協議会での実行委員長 PR 時のバックのスライド前日リハーサル・・村田

当日の詳細プログラムのチェック・・村田

オープニング検討開始→映像業者へ６～７月に依頼・・宮永

★来客接客担当

アートホールの楽屋が少ないので他地区ガバナーなどどうするのか検討

（現在日航の桃李を抑えてあるが・・、弁慶を抑えたらどうかの意見有り

ガバナー事務所担当の部分であり、エレクト事務所に確認してから宮永手配）

2，500 円程度の弁当があるか？

当日のお茶出しの検討・・奥様達をお願いするのかどうか・・・木場

会員のご主人の動員は？？？、ＶＩＰに抹茶を出すことは可能か

★記録部会

ホームページの立ち上げ、ガバナー事務所にリンクを貼って、飛ばせるようにする・石丸

ガバナー事務所のホームページにリンクを貼るのをさらに交渉する・・・石丸

野城会員からパンフのデータをもらいクラブのホームページに載せる・・・石丸

★会計竹田

継続して出金のチェック・・西村

★実行委員会全体

5 月実行委員会の開催 5/19
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会 員 消 息

北國邦楽舞踊特選会 4/29 金沢歌劇座にて

素早し「靱猿（うつぼざる）」では杵屋喜佐以満さんと人間国宝の杵屋喜三郎さんが猿

曳きと大名の見事な掛け合いをみせ、望月太以さんが小鼓でもりたてた。

藤間勘菊さんが女の傀儡師を演じた。

北国新聞 2011（平成 23）.4.30朝刊より

クラシック音楽家による
東日本大震災チャリティコンサ
ート（2011 年 4 月 24 日）で寄付

北山吉明副会長ら

北国新聞 2011（平成 23）5.3 朝刊より

台湾でメイキャップしました。 村田祐一

5月3日に以前当クラブを訪問された呉さん

の所属する

「ＴＡＰＥＩ ＴＩＮ ＨＡＲＢＯＵ

Ｒ Ｒ．Ｃ．」を訪問してきました。

写真は左から 呉さん、村田、現会長Ｐ．

Ｓｈｉｏｕ Ｊｉｏｕ Ｌｅｉ氏、金さん、

次期会長Ｐ．Ｅ..Ｅｌａｉｎｅ氏です。

東北地方太平洋沖地震義援金のお願い
去る 3月 11日午後２時４６分三陸沖を震源に、国内観測史上最大のM9.0の地震が発生し、津波、火災などによ

り広範囲で甚大な被害をもたらしましたことは連日の報道でご存じの通りです。つきましては、各クラブにおかれ

ましても、いろいろご支援をお考えかと思いますが、2610地区として義援金を送りたいと思います。なお、ＰＥＴ
Ｓでもお話致しましたが、当地区では東北地方太平洋沖地震対策特別委員会を設置し、３月 16 日に会議を開きま
す。被災地への対応等につき、皆様のご協力を仰ぐこととなりますが、何卒よろしくお願い致します。詳細は後日

ご連絡させて頂きます。 国際ロータリー第 2610地区 ガバナー 崎山 武夫

大災害被災者支援プロジェクト第 2回特別委員会

【１】大災害被災者支援プロジェクト 義援金の使途について

１．国際ロータリー第 2520地区（岩手・宮城）2530地区（福島）へ義援金をおくる。
２．石川県・富山県のとりまとめ窓口へ義援金をおくる。

３．石川県・富山県の公営住宅等に避難している被災者へ見舞金をおくる。
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義援金の配分については、第 1次締切（4月 11日）以降に協議する。
【２】大災害被災者支援プロジェクトの目標額 1億円には、地区取りまとめ分とクラブから他

団体（他ロータリークラブを含む）への義援金もカウントする。

クラブから他団体（他ロータリークラブを含む）への義援金についてガバナー事務所へ報

告をお願いします。（様式自由）

上記 特別委員会協議事項へのお問い合わせは、文書でガバナー事務所へお願いします。

次年度理事役員と地区大会委員会
ラオスいついて
西村邦雄次期会長：野々市 RC の中村氏の意向をもう少し聞いて、会員のコンセンサスを得て欲しい。地区でや

るらしいが、クラブも 20 万円もは出す必要があるでしょう。掘った井戸はラオスにあったが、中村さんや炭谷ガ
バナーエレクトにも しっかり説明してもらいたい。

ラオスが本当にこの援助必要としているのか気になる。ITセンターはラオスの国も援助しているらしい。
5/15に炭谷亮一エレクトは地区協議会で説明するが、その前にクラブでしっかり話して貰うことにします。
会員は 36名でもう少し増強したい。
Ｒ財団目標は 年次寄付 ポリオなどお願いしたい。年間 100ドルも継続して良いですか。OK
委員会活動計画もよろしく

地区大会について
パンフレットの表紙はどちらいいか？ 地区大会と大きく書いた表紙にします。

進行条項

コホストのお礼状を遅れましたが出しました。

講師や市長、知事は 5月に案内発送予定です。 知事、市長は 突発事項なければ OKです。
式典部会は藤間勘菊会長に懇親会を二木さんに 木村さんは戻られてからお願いします。

村田祐一前会長の地区大会宣伝スライドは前日リハーサルします。

来客担当 音楽堂の楽屋など借りられる。 担当者が沢山必要になります。会員夫人にもお願いしたい。

日航はオーキットルームをおさえてあります。

弁慶も押さえたい。予算も

地区大会のホームページの件は石丸が地区の Hpにリンクするようにお願いする。
姉妹クラブ担当について

地区協議会と地区大会のコーヒーについて 夫人やお主人もお願い

5/19また地区大会実行委員会をします。

東日本大震災義援金の街頭募金 2011.5.7 名鉄エムザ前にて

土曜日の昼、12:30 ～ 13:30 会員とその家族が街頭にたちました。 声を張り上げての子供たちのかわいい

お願いの声にはの多くの人が献金して下さいました。● 募金額 ￥５６，９５０でした。これで ● 義援金第二次〆切後送
金分 合計￥１，１８７，２６０ になりました。 5.8 北国新聞の朝刊にも記事がのりました。

「タバコの真実」その３１ ２０１１．５．１２． 村田祐一

出前で「禁煙授業」をしています。以前にも取り上げましたが、金沢医療センターの心臓外科医の遠藤先生、石
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川県職員で元小児科医の沼田先生などが大人の禁煙支援だけでは限界だ！と実感し、新たにタバコを吸う人をなく

すれば将来は喫煙者が激減するだろう！と考えて始められた運動です。私も賛同してここ数年、

診療の合間を縫って行っています。先日その効果を検証するために中学生にアンケートを取りま

した。Ｋ中学は３つの小学校の卒業生から構成されています。その一つの小学校からの７０数人

は「禁煙授業」を受けています。当時９９％の児童は「将来もタバコを吸わない」と答えていま

した。さて、２年後の中学２年生では「タバコに対してどのような意識」を持っているか？「禁

煙授業」を受けていない他校からの生徒と比較検証しました。

将来タバコを吸うか？の質問には受けた７３名では 吸う０名（０％）わからない１３名（１７．

８％） 受けていない５６名では 吸う１名（１．８％）わからない１２名（２１．４％）吸わない４３名（７６．

８％）

２年前の禁煙授業の直後の感想文ではほぼ全員が「将来も吸わない」としていましたが、１７％余りが「わからな

い」と禁煙の意識が後退しています。

知識に関して タバコの害について 受けた７４名では全員理解していました。受けていない５６名で知らな

いが４名（７．１％）いました。

タバコの依存性について 受けた７４名では知っている７０名（９４．６％） 知らない４名（５．４％）

受けていない５６名では知っている５２名（９２．９％）知らない４名（７．１％）

最近は様々なかたちでタバコの害が語られているので、多くの生徒もタバコの知識を持っていました。禁煙授業を

受けた人のほうがより多く知識はありましたが、まだ充分ではありません。「教育とは繰り返すこと」、「鉄は熱い

うちに打て」等の言葉が思い浮かびました。山野市長になったことで、今年から「タバコの害を教える」事が金沢

市の全小学校で行われることになりました。今後さらに「喫煙の害」の知識が広まります。ロータリアンも時代に

取り残されないように、できれば分煙から禁煙へと先頭を切って走りたいものです。

炭谷ガバナーエレクトの手紙 ５/１２ 炭谷亮一

「世界一の親日国」

世界中で一番の親日国は中国でもアメリカでもありません。世界１５０ヶ国を取材したあの

有名なジャーナリスト兼高かおる氏は、トルコであると明言している。友人の岩倉会員が昨年

トルコを旅行した際の話の中で、ともかく空港から市内に向かうタクシーの中で、運転手の手

放しの歓迎ぶりにあっけにとられたそうです。

トルコは、ヨーロッパ文明とアジア文明の接点に位置し、イスラム教の国ではあるが、政教分

離が徹底している為、ミニスカートも酒も OK という一風変わったお国柄で、雰囲気はむしろ

ヨーロッパに近いそうです。日本とトルコが歴史上縁が深いのは、オスマントルコの軍艦エル

トゥールル号が１８９０年、明治天皇を表敬訪問、オスマン帝国最初の親善訪問使節団として

歓迎を受けた。しかし帰路、台風に遭い座礁、５８７名が死亡、現在の和歌山県串本町に流れ着いた生存者は住民

の献身的な介護を受け、生還した６９名は明治天皇の名のもとに日本海軍軍艦によって１８９１年無事イスタンブ

ールに送り届けられた。

又、民間からも義援金が集められトルコに届けられた。誇り高く信義に厚いトルコ人達が、この丁重な日本側

の扱いに大変感動した。義援金を携えてトルコに渡った山田寅次郎は、その後スルタンの要請でトルコにとどまり、

士官学校で教鞭をとった。その生徒の中に建国のヒーローなり「トルコの父」と言われる、ケマル・パシャがいた。

彼は明治維新を手本としてトルコ革命を推進したと言われている。

イラン・イラク戦争時にイラン在住の日本人が取り残される事件が起こった。自衛隊は法的問題で出動出来ず、

JAL は安全性の問題で躊躇する中、イランに飛んだのはトルコ航空機であった。戦火の中、救援要請に応じたトル

コ政府は次の様にコメントしている。「エルトゥールル号遭難事件の礼をしただけだ」と！！

理事役員会のご案内

日 時 ： 5月 12日（木） 例 会 後
場 所 ： ホテル日航金沢 5Ｆ 「オーキッドルーム」


