2021‐22 年度 【ガバナー／神野正博】

第 33６5 回

高 岡 ロータリークラブ

202２／4／14
No.３2

会長／山本 毅 幹事／塩崎 吉康

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５

司 会 竹田 会場監督 点 鐘 山本 会長
点 鐘
国歌斉唱
ロータリーの目的／四つのテスト
ゲスト紹介
＜ゲスト＞
米山学友 デサリー
ナヌシ君
マルヴィナ ナヌシさん
オハナ
ナヌシちゃん
会長挨拶
◇本日ご入会者…加藤会員より紹介
木村新入会員の入会挨拶
新入会員に会員章ほか贈呈
幹事報告
◇地区研修・協議会⇒4 月 17 日（日）
全体会議 13:00～17:00
大ホール（12:00 開場）
開催場所 富山県民会館

＜

ニコＢＯＸ 14 件 43,000 円 ＞

ナヌシ君／この寄付は、私が日本に来た時のような困
っている学生のために行われます。皆様がしている
ことを強く支持し、将来私が皆様と同じになること
を願っています。
山本（毅）会長／70 周年のチャーターナイト例会を迎
えることができました。これも皆様のご協力のおか
げです。石崎委員長はじめ親睦委員会の皆様よろし
くお願いします。
加茂副会長／ナヌシ君さみしくなります。また日本に
来てください。ようこそ！木村さん。
塩崎幹事／ナヌシ君お久しぶりです。アルバニアに帰
っても高岡 RC を忘れず仕事に子育てに頑張ってく
ださい。木村さん、ようこそ高岡 RC へ。先週の５Ｒ
Ｃゴルフ大会おつかれ様でした。
藤田筆頭理事／本日、チャーターナイト記念例会です。
先達の方々に思いをはせましょう。新入会員の木村
さんロータリーを楽しんでください。
中村君／北日本新聞西部本社木村聡さんの入会を歓迎
して！
若野君／創立 70 周年記念事業 先週 4 月 9 日 5ＲＣ

チャーターナイト：１９５２)／４／１５

創立順位：No.6

ゴルフ大会で全て終了しました！足掛け 3 年 コロ
ナ禍にめげずスタッフ一同の頑張り協力のお陰で
す！感謝あるのみ！厚く御礼申し上げます！
勝山君／5ＲＣ70 周年ゴルフ大会おつかれ様でした。
皆様のご協力で無事終わることができましました。
ありがとうございました。
前川君／本日、短い卓話をさせていただきます。
西村君／NPO 法人、古城公園百年会議へ多数の皆様に
御参画していただき感謝いたします。
室崎君／Dear NANUSHI, We miss you a lot,
But please keep being a bridge between ALBANIA
and JAPAN！
谷道君／70 周年記念ゴルフで準優勝させていただきま
した。
鞍野君／4 月 9 日、高岡地区５RC 合同ゴルフ大会（創
立 70 周年記念チャリティーゴルフ大会）という大き
なコンペで優勝することができました。また団体戦
の優勝にも貢献でき充実した一日になりました。優
勝賞品は若野実行委員長がご用意していただいたと
いうことで感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
折井君／チャーターナイト例会、新入会員歓迎会リア
ル開催ができるようになり喜ばしい限りです。

《新会員プロフィール》
氏
名
職業分類
勤 務 先
役
職
入 会 日

木村 聡
新聞
北日本新聞社
取締役 西部本社代表
2022／4／14

【5RC 合同ゴルフ大会】
日
場

時 2022 年 4 月 9 日（土）午前 10:04 スタート
所 高岡カントリー倶楽部 頼成コース

プログラム
『チャーターナイト記念例会』

チャーターナイト記念卓話
す和話
ロータリークラブの創立と社会状況
前川 俊朗 会員

個人の部
★優勝
鞍野
★次勝
谷道
★三位
平瀬

誠

37／42／79／6.0／73.0（高岡 RC）

伸也

44／41／85／12.0／73.0（高岡 RC）

裕章

49／46／95／21.6／73.4（高岡 RC）

団体の部
★優勝 高岡 RC
★次勝 高岡万葉 RC
★三位 射水 RC

【第 3 回親睦ゴルフ大会】
★優勝
二口
★次勝
山口
★三位
中沖

真

42／46／88／15.6／72.4

洋祐

44／47／91／18.0／73.0

雄

46／44／90／16.8／73.2

「ロータリークラブの創立は時代の要請 ポール・ハ
リスはコロンブスの卵」
シカゴロータリークラブができた時代
国家として強者が弱者を支配することが許される植民
地政策時代
混沌とした社会 仲間を持たなければ排斥される⇔仲
間さえあれは特権が得られる
東京ロータリークラブができた時代
日本が一流国の仲間入りで国民の意識が高揚
東京ロータリー復帰及び富山・高岡ロータリーができ
た時代
物不足ではあるが空前の好景気 国際的にも復帰が認
められ始めた
ポール・ハリスはウィスコンシン州レイシーン生まれ
３歳で父が破産 バーモント州ウォーリングフォード
の農園経営者の祖父母に育てられる。性格が暴力的で
ブラックリバーアカデミー教師と衝突し退学。バスク
トンアカデミーに転校し卒業。バーモント大学を暴力
学生を理由に退学。プリンストン大学に入学したが、
祖父が亡くなり退学。祖母の勧めでアイオア州立大学
に進学し弁護士事務所で働きながら卒業し弁護士資格
を取得するも弁護士にならず、本人が「５年間の愚
行」と呼ぶ流浪生活。 在学中に祖母が死亡したた
めか ?
5 年間の放浪生活は、ほとんど米国全州に及ぶ。経験
した職業も新聞記者、教師、ホテル従業員、映画俳
優、農家手伝、カーボーイ、果実荷造人夫、下級船
員、大理石販売人など多種多様にわたっている。１９
９６年シカゴで弁護士事務所開設。
１０年間の孤独 大都会シカゴで友人のいない生活。
誰もが居場所を探しているのでは ? This Rotarian
age の一章を抜き書き・・・・誰も信用できない社会
『サルーンは貧しい人間の集合場所であったが、ア
ルコールの昂奮は人と人との障壁を美事に打ち破るば
かりでなく、各人の自制心をも撲滅した･･････』
『所有するものは失なわざらんとして戦い失なえる者
は糧を得んとして争った･･････』 『借家人は家賃を

怠り、借金者は利子を怠り、小売商人は卸し先への、
卸売商人は製造元への支払いを怠ったので、裁判所は
不法侵入、監禁願、貧困保護、抵当処分、失権回復、
差押えなど、ありとあらゆる事件が充満した』 『僧
悪、暴力、詐欺、ぺてん等すべて非人間的行為が、金
儲けと食べるために横行した』
１９０５年２月２３日年新しい画期的な社交クラブを
提唱・創立
ポールハリスの提案
1.社交クラブの会員は 1 職業につき 1 名に限る、同業
者が 2 人以上になると競争意識が働いて仲良くなり
にくい。
2.会員はお互いに他の会員の商売が盛んになるように
助け合うことにする。
3.会員はお互いに兄弟親類のつき合いをするように、
親睦を第 1 に考える。
単なる社交クラブではなく、同業者の組織でもなく
仕事と友人を得られるクラブが求められているとの
発想はコロンブスの卵。

チャーターナイト記念懇親会

