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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

１１月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円

ガバナーからの手紙 世界の大学考 〈東京大学の試み〉 その２

東大は優秀な留学生の獲得に動き出した。知的な国際競争は、研究者だけでなく学部学生や

大学院生にも及んでいる。東大では、優秀な研究者や学生の獲得に力を入れている。外国か

らの留学生を増やす國の政策「グローバル３０」では東大も対象校で現在 2872 人いる外国人

留学生（2010 年度）を 2020 年に 3500 人にする計画だが、数字だけ見ると容易だが、どれだ

け優秀な学生を獲得できるかが大切で、質を下げることはせず、ハーバード大やスタンフォ

ード大など海外の一流大学との取り合いが想定される。

東大では、大学院に英語だけで学位を取得できるコースを 20 以上設けている。2012 年 10 月

には教養学部に「国際教養コース」を設立する予定で、ここは英語だけで学士号を取得でき

る初めてのコースになる。東大には、世界の最高レベルの研究が出来る強みがある。特に理

工系は、研究室単位のきめ細やかな指導と実際的な研究教育で留学生を引きつけている。卒業後には、よい就職先

もあり、外国人が留学を考えるとき、日本の文化や東京という都市の魅力も東大にとって強みになる。

優秀な留学生の存在は、日本人学生にとっても刺激になり、国際性の向上につながる。今後は英語の授業は外国人

だけでなく日本人も受講できるようにして、相互に刺激しあう様にする方針だと。

世界の一流大学の大学院における留学生の占める割合は 50 ％以上となっており、東大も世界の優秀な留学生に

とって魅力ある存在になろうと改革し、生き残りをかけて

いる。

事務所移転のご案内

金沢５ロータリークラブ（金沢西、金沢南、金沢北、金沢

香林坊、金沢みなと）現商工会議所の新築工事に伴い、11/28
より下記に移転されます。

移転先 〒 920-0869 金沢市上堤町１番１５号 金沢上堤

町 ビ ル ３ Ｆ ※ TEL/FAX 番 号 は 変 わ り ま せ ん 。

（076-222-2525/076-224-2882）
11/24 より移転作業を行い２８までは、通常業務ができま

せん。
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2011 ～ 2012
(役員） 会長：西村邦雄 ｴﾚｸﾄ：北山吉明 副会長：野城 勲 幹事：魏 賢任 副幹事：宮永満祐美

前会長 藤間勘菊一 会計：竹田敬一郎 SAA：若狭 豊

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：上杉輝子（親睦：上杉輝子 プログラム：杵屋喜三以満

SAA：若狭豊 ニコニコ：土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：藤間勘菊 奉仕プロジェクト委員長：多田利明

副：後出博敏（職業：申 東奎 社会：若狭豊 国際：藤間勘菊 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：相良光貞 （会員増強修練：二木秀樹）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：江守道子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：西村邦雄）

広報委員会委員長：永原源八郎 副：谷伊津子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：大沼俊昭

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 申 岩倉 江守巧 村田 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 村田祐一 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 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

クラブ例会予定 2011-2012 年度

10/29/30 地区大会

11/3 休会 （法定休日）

11/10 坂野光俊様（星陵大学学長）

11/17 黒川伸一様（地区Ｒ財団副委員長）

11/24 六反田英一(アールイーエー社長）

「絵について思うこと」

12/1 年次総会

12/8 （木）慰労親睦例会 湯涌温泉 湯の出

12/15 平口泰夫様（平口泰夫建築研究所所長）

12/22 年忘れ家族例会 於：招龍亭
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点 鐘
ＳＯＮＧ 『 R-O-T-A-R-Y 』
四つのテスト
西村邦雄会長：気温

が下がってきていま

す。健康に気をつけ

て下さい。今日は、

地区 R 財団副委員長

の黒川伸一様にわざ

わざ富山からお腰いただいております。今日は、R 財団の勉強になります。ま

た本日は、ラオスＩＴセンタープロジェクト際に通訳していただいたカムラ・

ビライ様、地区副幹事でラオス担当の中村啓二郎（野々市ＲＣ）様がビジターとしておいでになっております。

嬉しいニュースがあります。ロータリーの友の英語版の表紙に、金沢城で開催したポリオ撲滅

のライトアップ写真が採用されました。藤間勘菊様、宮永満祐美様、おめでとうございます。

ゲスト紹介（卓話者） 地区Ｒ財団委員会副委員長黒川 伸一（しんいち）ラオスより

カムラ・ヴィラ 様

ビジターの紹介 中村 啓二郎様（地区副幹事・野々市 RC）
カムラ様と地区副幹事（ラオス担当）中村啓二郎様より 一言ずつ

カムラ・ヴィラ 様：本日は中村さんに言われて参りました。百万石RCは

岩倉先生をはじめラオスにITセンターをつくっていただき、バンカム地区

の若者のためにノートパソコンを持って来て下さいました。私も少し運び

ました。コンピューターがどんなものか知らない若者がわ

かりました。そして二人の高校生を日本に招待されました。

子供達には大変役にたちました。これからも貧しいラオス

の子供達のご支援をお願いいたします。

中村 啓二郎様：カムラさんあまりに日本語上手なんで、

私の方がラオス人の様ですね。皆様、地区大会の大変なそ

の努力に敬意を表します。炭谷ガバナーがラオスのお話をする度に私の胃

薬が増えます。農業がこれで良くなる様なお話ですが、センターが出来て

からが真剣勝負です。またよろしくお願いいたします。有り難うござい

ました。

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

西村邦雄会長：タイ洪水の義援金を募るように中央から言ってきま

した。箱を回しますのでお願いします。

お知らせ

東海林也令子会員より：

私のピアノ教室の創立 40 周年記念のコン

サートをいたします。案内と招待状をお入

れしましたので是非時間が許せばいらして

下さい。

ニコニコ BOX¥15,000- 本年度 \257,000- 残高 ¥3,528,510-
※ 卓話者黒川伸一Ｒ財団委員長より謝礼金をニコニコボックスに頂ました。

地区Ｒ財団副委員長 黒川伸一様 ロータリー月間に卓話をお呼びいただきありがとうございます。

西村会長 急に寒くなりました。お風邪を引かないようにご注意下さい。今夜はロータリー財団の勉強

会となります。 炭谷ガバナー 黒川さん、今夜はご苦労様です。カムラさんようこそ。中村さんよう

こそ。 岩倉会員 黒川さん、お世話様です。中村さん、カムラさんようこそ。木場会員 地区ロータ

リー財団副委員長黒川伸一様、今日はよろしくお願いいたします。 北山会員 寒くなりましたね。

百万石ロータリークラブの後援をいただきましたチャリティーコンサート、昨日無事に終わりました。

ありがとうございました。収益金70万円を被災地支援として送ります。 東海林会員 来月12月18日に

私のピアノ教室ピアノデサンジュ40周年記念コンサートをします。招待券を同封したご案内をボックス

にいれておきましたので、よろしかったらお出かけ下さい。 藤間会員 皆様、こんばんは。黒川様よ

うこそ。カムラビライ様宜しくお願いします。

会場を飾る東京ス

カイツリー模型

東京世田谷中央 RC
よりいただきました

629 回 例会

ホテル日航 5F
2011 11.17（木）19:00

出席率 21/38 55．26％

10月の修正出席率 93.92%
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講話の時間 「ロータリー財団を身近に」 ロータリー財団と未来の夢計画

地区Ｒ財団委員会副委員長 黒川 伸一（しんいち）様

ご紹介：木場紀子クラブ R-財団委員長 黒川様は S32 のお生まれで、黒川製作所の代表取締社長

をなさっており、理科学機器の製作販売をされています。2000 年に富山南 RC に入会され、 地区 R 財団委員をなさり、GSE で

も活躍されました。現在は地区副委員長をされています。

皆様、地区大会をホストされ、本当にご苦労様でした。先に PETS や地区協議

会もされ、その他の事でも沢山やられました。これも炭谷亮一様のラオスの思いが

原因の様ですね。さてロータリー財団の説明を簡単にいたします。寄付の種類は

年次寄付があり、3 年後に活動費となるので、ポールハリスフェロー（1000$）、財団

の友（毎年 100 ドル）、ポールハリス・ソサイエティ（毎年 1,000 ドル）大口寄付、

使途指定寄付があります。

先ずこの集めたお金を何に使うか？です。「良いことをしよう」です。未来の夢計

画は①平和と紛争予防・解決②疾病予防と治療③水と衛生設備④母子の健康⑤基本

的教育と識字率の向上⑥経済と地域社会の発展と言うことです。

地区関係では一つは国際親善のための奨学金、すなわちこの地区からは 17 名がこれ

を貰って留学し勉強します。16,000 ＄／人ですから可成り良いと思います。GSE も

あって、今回は富山から２名、石川から２名が行きましたが 、来年度はカナダか

ら 5 名がきます。又地区補助金というのがあって、これはクラブ毎にカウントされ、本年はラオスの関係に 120 万

円がついています。

資金の集めは PHF があり、100 ＄／年人でクラブ表章対象です。（百万石 RC はこのところ継続表章）3 年前の地区

の成績の 50 ％は還元されます。

RI の資金の運用は今の所大体良く、RI のの透明性は高く、HP にも発表されています。ロータリーの友 p19 に 107
件の使い道が載っています。

ロータリーカードを使用しますと 3 ％が財団にはいりますが、年内は東日本災害援助にまわります。しかもポール

ハリスフェローとしてカウントされますが、寄付は年度をまたぐものではありません。奉仕は「未来の夢計画」に

あったもので無ければなりませんので、日本国内ではなかなかふさわしいものは無く、海外に目を向けなければな

りません。まあ百万石 RC のラオスはぴったりですね。国際奨学生も GSE もやりにくいですね。奉仕活動と資金調

達は車の両輪です。人類は一つです。世界中の貧困や飢餓が減少し、社会が向上し、世界平和にならない限り、私

達に真の平和はありません。ーーーーー

Rotary Annotation 注釈
★インナーホイールクラブとは
（Inner Wheel Club）

1924 年、英国マンチェスターで、同国で初のロータリアン夫人による組織と

して創設された、イギリスに本部がある国際組織。現在、世界で 102 か国に約 10
万人の会員を有しているとされています。参加資格はその幅が広がってきており、

男性配偶者ならびに元ロータリアンの配偶者なども参加しています。「真の友情

を推進する」「個人の奉仕の理想を奨励する」「国際理解を育成する」という 3 つ

の目標の下、月 1 回の例会をもち、チャリティーバザーなどの活動を行っていま

す。日本には、札幌インナーホイールクラブがあります。

★クラブ会報 (Club Bulletin)とは
毎週、週報として発刊。この主な目的は

(１) 出席への関心を刺激して出席率を高める。

(２)例会報告をする。

(３)親睦を図る。

(４) 会員のロータリー情報に寄与する。

(５) 次の例会のプログラムを載せる。

(６) クラブの記録資料として保存する。

(７) ＲＩの情報などを載せること。

今年度・次年度理事役員について
11/17 例会後

2012-13 クラブの人事や 15 周年など について

北山会長エレクト

ドイツ・ニュルンベルクの

インナーホイールクラブ

（石丸幹夫提供）


