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2017年 2月のロータリーレートは１ドル＝ 116円

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．国 歌 『 君が代 』

２．ソング『 それでこそロータリー 』

３．四つのテスト

１．若狭豊会長挨拶

３月に入り少し春めいて

きました。巷ではまだイ

ンフルエンザが流行って

います。先日輪島市の産業廃棄物処分場建設是非を問う住民投票が不成立となりま

した。豊洲にもゴミの問題もありますし、大阪の学校でも問題があがっています。

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト：〔卓話演奏者〕ルドヴィート・カンタ様
〔入会候補者〕柴田未来（しばた みき）様

石丸恭子（いしまる たかこ）様

(2)ビジター： 横浜南 RC 高作義明（たかさく よしあき）様

２．今月の誕生者の紹介： ２日 衣川昭浩 会員

６日 江守巧 会員 １１日 表靖子 会員

２０日 竹田敬一郎 会員 ２６日 山崎正美 会員

２７日 大沼俊昭 会員 ３１日 野城勲 会員

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事：今月 30 日（木）は休
会ですが、新しく入会された会員歓迎会並びに米

山奨学生コウさんの送別会を招龍亭で行います。ご出欠について 3/16 までに事務局へ
お知らせください。

８． ニコニコＢＯＸ ¥17,000- 本年度 383,000- 残高 6,557,106-
横浜南ＲＣ高作様：ハイディワイナリーの高作です。これでメイクアップは３回目です。

若狭豊会長：皆様今晩は。本日はゲストに卓話者としてルドヴィート・カンタ様、入会候補の柴田

未来様、石丸恭子様、ビジターの高作義明様をお迎えしています。本当にありがとうございます。

例会便り
第 865 回
ホテル日航金沢 5 Ｆ
2017.3.2(木）19 時

3/2例会出席率 23/47 48.93％
1月の平均出席率 67.15 ％

布施美枝子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0860

．
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武藤清秀幹事：皆さん今晩は。柴田様、高作様ようこそいらっしゃいました。ルドヴ

ィート・カンタさん演奏よろしくお願いします。

石丸幹夫会員：カンタさんをお迎えして楽しみです。家内も来ました。

大路孝之会員：カンタ様ようこそ。素敵な演奏楽しみにしています。

杵屋喜三以満会員：カンタさん本日は卓話よろしくお願い致します。先日の森山開次

さんの舞台すてきでした。

東海林也令子会員：カンタさまようこそいらっしゃいました。演奏を楽しみにしています。

永原源八郎会員：今晩は。ルドヴィート・カンタ様卓話楽しみにしております。つい先日会社の研

修旅行でシンガポールのホテルマリナベイサンズに行ってきました。地上 200 ｍの天空のプールサ
イドでゆっくり充電してきました。

藤間勘菊会員：カンタ様ようこそ。いつも何かとお世話になっております。

９． 講話の時間

ルドヴィート・カンタ様 によるチェロの演奏

〔プロフィール〕Ludovit Kanta・ルドヴィート･カンタ (チェリスト)

スロヴァキア共和国ブラティスラヴァ生まれ。様々な国際音楽コンクールにて上位入賞。

プラハ音楽アカデミー在学中にスロヴァキア･フィルハーモニー管弦楽団の第 1 ソロ･チ
ェリストに就任。１９９０年より、オーケストラ・アンサンブル金沢の首席チェロ奏者

を務めている。国内外でソロ、室内楽活動を盛んに行い、各地で絶賛されている。また、

マスタークラスや審査員など後進の指導にも熱心にまた積極的に取り組んでいる。CD
も多数リリースし、レコード芸術誌では特選盤に選ばれている。２０１０年、「岩城宏

之音楽賞」を受賞、１１年６月には来日２０周年を記念しての「夢の協奏曲公演」で、

マルティヌーのチェロ協奏曲２番を日本初演、またドヴォルザークの協奏曲も同時に演

奏し、大絶賛を得る。２０１２年６月、音楽とその人となりから沢山の友人を作り、東

日本大震災の後も何度か被災地を訪れ被災地の方々を励ましたことに対し、在日スロヴァキア人として初めてスロ

ヴァキア外務省より大統領立ち会いのもと「ＧＯＬ DEN ＰＬＡＱＵＥ」を授与された。 バッハの無伴奏チェロ

組曲全曲やベートーヴェンのチェロ・ソナタ全曲を一度に演奏、またチェロを演奏して 50 年の記念に 15 年 8 月、
立山頂上 3003 ｍの雄山神社にて奉納演奏を行うなど、常に様々な可能性と自己の向上に挑戦している。今年、６０
歳の節目を迎え、ますます磨きをかけた演奏が期待される。その内面から溢れ出る品格と音楽性は、聴く人を魅了

する。今もっとも注目を集めているチェリストである。趣味は、空手（二段）、登山、写真

【演奏曲】

J.S.バッハ 無伴奏チェロ組曲第 3番より プレリュード

レーガー 無伴奏チェロ組曲第 3番より
プレリュード

スケルツォ

カサド 無伴奏チェロ組曲より 第 1組曲 第２組曲

１０．質疑応答

１１．謝辞・謝礼

点 鐘
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訃報のご案内

2004～ 2005 年度 国際ロータリー第 2610 地区ガバナー 近藤 俊行様（入善Ｒ

Ｃ）が 3 月２日ご逝去されました。（享年 71 歳）ここに追悼の意を表し、謹ん
でお知らせ申し上げます。

通 夜 ； 平成２９年３月４日(土) １９:００
葬 儀 ； 平成２９年３月５日(日) １３:００
場 所 ； セレモニホール東部

富山県下新川郡入善町古黒部字道上 2642 TEL０７６５－７４－１０３０
喪 主 ； 近藤 隆行 様

金沢百万石 RC もこれまで大変お世話になりました。当時は大阪の国際 RI 大会もあり、2610 地
区と 3710地区韓国光州地区との姉妹提携に尽力されました。

パストガバナーからの手紙 296回 2017.3.9 炭谷 亮一

良書探訪「投機は経済を安定させるか？」 伊藤宣広著

本書はサブタイトルとしてジョン・メーナード・ケインズの名著「雇用・利子および貨幣の一般

理論」を読み返すとある。

本書は、気鋭の経済学者がケインズの生涯や思想遍歴をベースにして、投機を中心に代表作である

「雇用・利子・・・・・一般理論」の現代における意義を論じた良書である。

ケインズが１９３６年に発表した「雇用・利子・・・・・一般理論」は経済学の古典の一つとして

重要な書である。ケインズ経済学はミルトン・フリードマ等の自由経済論者によって一時期完全に

葬り去られた感があったが、金融危機の発生など世界経済の転換期にさしかかるたびにケインズ経

済学への関心は復活する。ケインズと言えば「赤字財政」「大きな政府」「政府による規制」と通俗

的に理解されることが多いが本書ではケインズ経済学の根底には「投機」の問題があるとの関心か

ら、投機の功罪に焦点をあてている。投機には様々な側面があり、保険とギャンブルは表裏一体と

いえる。そしてマネーゲームの側面があまりに肥大化すると社会を不安定化させることをケインズ

は鋭く指摘した。

投機と投資の関係、投機が雇用不安をもたらすのはなぜか、投機をめぐる様々な経済思想、これら

を考えるとともに、ケインズ自身の実際の投機活動をていねいに追いつつ、一筋縄ではいかない投

機と経済社会の複雑な結びつきを解きほぐしていく。

ケインズが株価や為替が実体から大きくかい離し、マクロ経済を不安定化させると考えたのは、自

身の投資家としての経験も影響している。今日のヘッジファンドを創設、高率のレバレッジで株や

為替商品を売買した。ただ高率のレバレッジ投資はうまくいかず、資産形成したのは長期投資の成

功によるものだった点は興味深い。

資産市場で、投機は流動性を提供するため不可欠な存在だ。価格変動を望まない投資家はヘッジの

必要があり、それを引き受けるのも投機の役割で、それなしでは保険も成り立たない。

しかし米国の信用バブルのように投機マネーがあふれると、ケインズが懸念した通り、資本市場は

賭博場と化し、経済はうまく回らなくなる。現代経済学は投機による資産市場の安定化を前提とし

たため、恐慌問題は解決されたと考えた。しかし投機の行き過ぎがもたらすバブルは人間の本性に

根差すもので、ケインズが論じた通り、ある程度の規制はやむを得ないのではないかと言える。

日本経済は完全雇用にあり、あのシカゴ大のルーカス教授が説いたとおり長期で安定的な経済成長

を目指すべき時だが、政府の経済政策は追加の財政出動や金融緩和を繰り返し、近年異常とも思え

る金融緩和の継続で、更なる追加緩和の有無を巡って市場は賭博場と化している。従って副作用は

看過できなくなってきている。一方アメリカのＦＲＢは昨年１２月に再利上げをし、ゼロ金利政策

からの脱出を確かなものにしつつある。日本の現状と比較してアメリカ経済は力強い復活をとげつ

つある。うらやましい限りである。さてマクロ経済学は大恐慌に対応すべくケインズが始めた学問

であるが、今日でもケインズを読む価値はある。以上著者は述べている。

「投機は経済を安定させるか」現代書館 ２２００円 伊藤宣広著 サブタイトルとして

いま読む！名著 ケインズ「雇用・利子および貨幣の一般理論」を読み返す
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カワセミを求めて ５

シジュウカラ 全長１

５センチ人懐っこく巣

箱をよく利用します。

今日もお諦めかけたと

きに替りに目前の木に

とまり暫く楽しませて

くれました。 村田祐一 Sent: Sunday, March 05, 2017 7:20 PM

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

衣川昭浩 山崎正美 浦田哲郎 小浦勇一 木下真知子

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

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

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://100rc.jp/
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)

事務局員 西村有里 幹事 武藤清秀

クラブ例会予定
3/2 ルドヴィート・カンタ氏 チェロ

演奏

3/9 小柳善裕氏 地区米山委員長

3/16 クラブフォーラム 会場：招龍亭

3/23 中村哲郎氏 地区 R 財団委員長
3/30 休会 黄懿園さん送別会 会場：

招龍亭


