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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 7 月のロータリーレートは１ドル＝ 99 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 140 回 炭谷 亮一

ちょっといい本 その 1 米山奨学生が書いた～わが妄想～ モハメド・オマル・アブディン
今年 3 月に米山友愛 E クラブの創立総会に招待され出席した。その時の記念講演が米山奨学生の

スーダン出身の全盲の著者であった。現在は東京外国語大学の博士課程に在学中で母国スーダン

の内戦問題と平和について研究しているとのこと、当日午前中に著者の次女が誕生し、出席者全

員からの祝福の拍手に満面の笑みをたたえていたのが印象に残っている。著者はなぜ日本に来た

のかの経緯 ユーモラスに、そして母国スーダンの不幸な長い内戦の解決に向けての熱い思いを

語り、感動させられた。本書を一読して、著者は全盲をさほどハンディキャップとは思わず、む

しろそれをバネとして更にはエネルギー源として明るく前向きにしかもアフリカ人特有のおおら

かさを持って、力強くエネルギッシュに生きる姿に深い感銘を覚え、一種のすがすがしさすら感

じられた。著者独特の個性、感性だと思うが、日本に来て以来日本人、日本文化、日本の習慣その他著者を取り

巻く環境に素直に興味を持ち、「聞き」「嗅ぎ」「触れ」何事にも勇気を持ってトライし、その結果知り、感じとっ

た日本と日本人そして自身の経験を絶妙なタッチでつづっている。

著者の日本滞在は 15 年以上にも及び、自身も言ってい

る様に文字通り「波瀾万丈」の人生そのものであるが、

著者の人生を切り開いていく力に圧倒され、時には「抱

腹絶倒」の場面に癒される。

さて私の書評はこの程度にして、どうか百万石 RC 会

員の皆様、本書を購入し、読んでいただきたい。決して

損をした気持ちにはなりません。

最後に日本政府の心憎い教育援助の実行にエールを送

りたい。今後もこの種の援助を継続してもらいたい。
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クラブ例会（木）等予定 2013-2014 年度

7/18 ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

7/20（土）京都北東 RC 創立 25周年例会

7/25 ガバナー公式訪問

8/1 篁俊成（金沢大学医薬保健研究域恒常性制御学）

8/8 山崎知恵(キャリアカウンセラー)

8/15 例会休会

8/22 久世建二（金沢美術工芸大学学長）

2013 ～ 14 理事・役員 委員会

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 幹事：上杉輝子 副幹事：井口千夏

会計：東海林也令子 SAA：武藤清秀 直前会長 北山吉明

（理事） クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

直前委員長： ○村田祐一

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生 社会：○谷伊津子

稲山訓央 辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 ★太字：理事役員

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 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 T076-262-2211 F076-262-2241(事務局)村木早苗

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 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子
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わが妄想 ポプラ社 1400円 2013年 5月 17日発行
モハメド・オマル・アブディン

1978年スーダンの首都ハルツームに生まれる。生まれた時から弱視で 12歳の時に視力を失う。19歳の時来日、福
井県立盲学校で点字や鍼灸を学ぶ。その後、母国スーダンの紛争問題と平和について学びたいという思いから、

東京外国語大学に入学、現在同大学院で研究を行っている。この世で最もうまいと思っている食べ物は寿司。広

島カープの大ファンで、好きな作家は夏目漱石と三浦綾子。ブラインドサッカー（視覚障害者サッカー）の選手

としても活躍しており、「たまハッサーズ」のストライカーとして日本選手権で優勝を 3回経験している。
Twitterアカウント：@Abdinkun
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
ロータリーソング『我らの生業』
四つのテスト

野城勲会長 挨拶： 私が会長になっ

てもう第 2 回はやいものです。 本年は

本当に暑く平均気温もかなり高い。わた

しは熱中症 3 回も経験しています。熱中
症にはみなさん気を付けて下さい（要旨）

ビジターのご紹介 富山西ＲＣ 会長 泉 様 金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二様

ゲストのご紹介

（卓話者）啓和住研株式会社 代表取締役会長 中村 啓二郎 様

（米山奨学生）楊 立山 様 奨学金の支給

野城 勲会長：4/4 にこちらから富山西 RC にメーキャップ
に 10 人がまいりました。真地区内にも仲良しクラブがあっても
良いのではないかという話になりました。本日は富山西 RC 会長
の泉様がいらっしゃいました。山中節のチャンピオンです。

富山西 泉貞夫会長：先日は沢山の方が私共のクラブにこられ

ました。当時の中尾ガバナーからも百万石と仲良くしたらとの話

もあり、元々憧れていた金沢市の事です。ぜひと言う事になりま

した。友好姉妹にまでいきたいものです。富山西 RC は創立 42
年です。 10/31 は夜間例会です。 是非来て下さい。お願いい

たします。

《 食 事 》 会長発声： いただきます。

幹事報告・委員会報告
藤間勘菊会員： たまたまお会いしたロータリアンの方にクラブのバッヂを差し上げました所バナーを送って

下さいました。

皆出席者顕彰
１１ヵ年 西村邦雄会員

国際ロータリー第 2610地区組織委嘱状の贈呈
宮永満祐美会員 岩倉舟伊智会員

職業奉仕委員会委員 立法研究委員会委員長

ロータリーを考える委員会委員

第 704 回例会
ホテル日航 5F
7.11（木）19:00

出席率 24/37 64.86 ％
6 月修正出席率 72.86%
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金沢百万石ロータリークラブ 藤間 様

拝啓 初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申

し上げます。

先日は、貴ロータリークラブバッジを、頂きまして、

ありがとうございました。

私ごと、当クラブ本年度会長役を、賜りまして 1 年間

務めさせて頂きました。

藤間様の益々のご活躍、また、ロータリークラブのご

発展をお祈り申し上げます。（当クラブのバナーを同封

させて頂きます。

今後とも、何かの機会がございましたら、宜しくお

願い申し上げます。） 敬具

熊谷東ロータリークラブ 2012・13 年度会長 草薙友光子

上杉輝子幹事： ①新しいロータリーカードをご利用下さい。年間￥ 3,150 です。R-財団

に￥ 1,500、使用の 5 ％が寄付となります。

② 7/18 はガバナー補佐の方がこられます。よろしくお願いいたします。

③昨日、会長幹事の会があり、横の連絡を密にして 1 年間を充実しようとの事でした。

金沂秀 会員組織委員会委員長： 藤間勘菊増強修練委員長と共にクラブ

親睦をはかり、増強したいです。例会ごとに前に出て会員増強をすす

めたいので、みなさん協力して下さい。増強をいつも気に掛けて、御

紹介下さい。

川きみよ国際奉仕委員： 2014 ～ 15 の交換留学生の募集がきています。本年中

に申しこまれ、来年出発です。高校 1 年のご子弟が対象です。事務局までお願

いします。

ニコニコＢＯＸ ¥17,000- 本年度 ¥50,000- 残高 ¥4,817,914
富山西ＲＣ泉会長：初めての訪問です。宜しくお願いいたします。 中村様：ラオスの農業プ

ロジェクトに協力を頂き、感謝を申し上げます。 金沢香林坊ＲＣ小幡様：百万石に来て気がつい

たらラオスに２回も行ってしまいました。又、行きます。野城会長：中村様、本日は宜しくお願い

します。泉会長様、ようこそ。 石丸会員：中村啓二郎さん、ようこそ。おかげでラオス奉仕が成

り立っています。富山西ＲＣ泉会長、ようこそ。 井口会員：中村様、泉会長ようこそ百万石へ。

本日は宜しくお願い致します。 岩倉会員：富山西クラブ泉様、ようこそ我クラブへ。これからも

宜しくお願いします。中村さん、本日は宜しく。 上杉幹事：泉様、ようこそおいで下さいました。

中村様、本日は宜しくお願いします。 炭谷会員：中村様、今夜はよろしく。月末よりのラオス頑

張って下さい。 西村会員：中村様、お元気そうで安心しました。益々頑張って下さい。

講話の時間 「 ラオスの報告 ｣ 農業支援センター

啓和住研株式会社 代表取締役会長 中村 啓二郎 様

紹介:炭谷亮一会員 1942 年生、野々市 RC 会員 高校の先生を 1 年されてから、

JICA の経験やベトナム戦争では抑留のの経験もされました。現在ラオス現地で農業支援をな

さっています。

プロフィール： 野々市ＲＣ会員 啓和住研株式会社 代表取締役会長

講話：今回ここでお話するのは 2 度目ですね。まず

IT センター立ち上げで調査に行くのでご挨拶しまし

た。野々市 RC も 今回、韓国の姉妹 RC の件で、金

沂秀さんには大変お世話になりました。百万石 RC
は周年行事でラオスに IT センターを立ち上げました

が、それに対してはラオス教育省からも人の派遣があり、重要視されて

います。又小松東 RC は幼児教育施設を 2 カ所作り 100 人以上の子ども

にレベルの高い教育をしています。 地区では菊池ガバナー年度にここ

に CLC というコミュニティセンターを作っています。 私はもっと地

域の人達に喜んでもらえる農業支援センターを考えました。しかし、い



- 4 -

ろんな問題があります。之には大変な困難が沢山あり、また本当にラオスの人達に貢献出来るのか？ということ

です。この農業センターを石川県で考えますと、例えば中国の人が県内に農場

を作り学校を作ることを石川県の教育委員会が許可するか？問題です。ラオス

で日本人がそういうことをやるわけです。そこを考えなければなりません。

現在ラオスの教育制度は 5,4,3 年制度で 5 年の小学校は義務教育です。子供
達が自立するのに一番適しているのは農業です。このバンダム地区はビエンチ

ャンに近くて市場性があります。農業を指導する学校も必要です。 ラオスに

はこれが全然ありません。この点が先に言いました石川県の場合とは違いいま

す。 子どもの自立には学校で農業を指導する必要があります。これが成功す

ればラオスのあらゆる県で作られるでしょう。 また農業の本もありません。

こういうことでロータリーが求められる所以です。おいしい野菜、有機農業は

ロータリーの生命線です。現地に適する種、品種の固定、調理方法なども問題です。そこの土壌は硬くて生徒 1200
人が一致してほりかえしました。井戸も涸れなかなか大きい仕事は大変です。本当に今日でも、労力なし、資金

なし、困難の山です。作物の選択や 人材も必要で 石川の農大で勉強させる必要もあります。JICA にはこのプロ
ジェクトはありません。私は JICA の経験がありますので分かるのですが、それにまかすとトラクターや機械力で
やるでしょう、現地の鍬や鋤の人達には不向きです。資金力より現地で汗を流す事が大切です。有機農業の美味

しい野菜を作りで農家が潤うことです。

点 鐘

京都北東ロータリークラブ創立 25周年記念例会・祝宴のご案内
日 時 平成 25年 7月 20日（土） 場所 グランドプリンスホテル京都

記念例会 午後 3時 30分 祝 宴 午後 6疇 会 費 会員 15,000円 家族 10,000円
出席予定者：野城会長、上杉幹事、石丸夫妻、炭谷夫妻、北山夫妻、金、杵屋、宮永、井口各会員 計 12名

ハイライトよねやま １６０ 《今月のピックアップ記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１．2012-13年度寄付金結果 ― ご協力に感謝します ―

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012-13 年度の寄付金は約 13 億 2,500 万円となりました。前年度と比べて 2.4 ％増（普通寄付金 1.2 ％増特別寄付
金 2.9％増）、約 3,000万円の増加です。

個人平均寄付額も 15,046 円と 4 年ぶりに 15,000 円を超え、34 地区中 21 地区が前年度の個人平均寄付額を上回り
ました。また、特別寄付をしてくださる会員の割合も年々増加しており、2006 年度の調査開始以降、初めて 40 ％
を超えました。

当事業へのみなさまのご理解に、事務局一同、心より感謝申し上げます。新年度も引き続きご支援・ご協力を賜

りますよう、よろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

４．中国学友会総会 出席報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨年から延期されていた中国米山学友会の 2012・2013年度合同総会が 6月 15日、上海市内のホテルで開催されま
した。

“We Are Family”をテーマに掲げた今回の総会には、上海・北京・天津のほか、南京・広州・アメリカなど中国
内外からも学友が参集し、日本からのロータリアンと合わせて 55人が参加しました。

総会では、新会長に就任した劉凱さん（2006-07 ／高松東ＲＣ）はじめ、2013 年度の役員が紹介され、上海分会、
華北分会それぞれの活発な活動が報告されました。あいさつに立った板橋敏雄理事長は「“We Are Family”と書か
れた正面看板を見て、心が震えるほどうれしく感動した。世界は本来ひとつの大きな家族。米山梅吉翁の働きと

功績を覚え、中国の学友会も互いに世界をより良くしていくために奉仕しましょう」と力強く呼びかけ、満場の

拍手が湧き起こりました。

懇親会では、中国各地の学友が登壇し、日本のロータリアンとの出会いが自分の人生を変えたこと、世話クラブ

・カウンセラーへの恩義と感謝は一生忘れないことなどが話され、参加者全員が胸を熱くして、日中の家族とし

ての絆を一層強めた総会となりました。（事務局長 岩邉俊久）

その他の記事は、ぜひ PDF版をご覧ください。
→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight160_pdf.pdf


