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年 月のロータリーレートは １ドル＝９０円2010 2 ,
2010 2 9 No.415『友』インターネット速報 年 月 日

ＲＩ国際大会の余興をお見逃しなく

、 （ ）6 20 23 2010月 ～ 日 カナダ・ケベック州モントリオールで開催される 年国際ロータリー ＲＩ
国際大会では、世界的に有名なサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」をはじめとする余興をお楽
しみいただけます。
現在では高い芸術性とエンターテイメント性を兼ね備え、日本公演でも 人気を博した「シルク・

23 6ドゥ・ソレイユ は 日の閉会本会議で ＲＩのために特別に企画した公演を披露します また」 、 。 、
月 日のホスト組織委員会主催行事では、エコール・ナショナル・ド・シルク（サーカス学 校）19

。 、 。の卒業公演が予定されています ＲＩ国際大会は 月 日まで特別料金でご登録いただけます3 31
詳細はＲＩのホームページ
http://www.rotary.org/ja/Members/Events/Convention/Pages/HowtoRegister.aspx
をご覧ください。

『ロータリージャパン』ホームページ情報
『友』インターネット速報は、毎週火曜日に地区のＩＴ担当者とガバナー事務所にＥメールでお

送りしています。翌水曜日にはホームページにも掲載しています。過去数回分のバックナンバーも
掲載していますので、どうぞご覧ください 『ロータリージャパン』ホームページ。
http://www.rotary.or.jp
から入り、画面下方にある「 友』インターネット速報」をクリックしてください。『

例会変更
金沢 （水） 金沢ニューグランドホテル「節分の会」 （水） 休会RC 2/3 18:00 3/17
金沢東 （月） 松魚亭 「新春懇親例会」RC 2/1 18:00
金沢南 （火） ホテル日航金沢「 回記念例会」 （火）RC 2/16 18:30 2000 3/30
休会

金沢北 (木) 夜間例会 松魚亭にてRC 2/25 18:30
香林坊 （月）創立 周年例会 金沢エクセルホテル東急※ビRC 2/1 22 18:30
ジタ ー受付のみ （月）休会 （月）休会2/15 3/29
みなと （火）休会 （火）休会RC 2/23 3/30
百万石 （土） 松魚亭「特別例会」 （木）→ （土）に振RC 2/20 18:00 2/25 20
替休会
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宮永満祐美(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 会計：村田祐一 藤間勘菊 西村邦雄 多田利明

永原源八郎SAA
副：二木秀樹（親睦：木村幸生 プログラム：金沂秀（ 井口千夏理事）クラブ管理運営委員長：

：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一SAA
職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任奉仕プロジェクト委員長：申東奎 副：相良光貞（

ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）IT
副：吉田昭生（会員増強：岩倉舟伊智）会員組織委員長：上杉輝子

副：宮本玲子 ロータリー財団：年次寄付：村田祐一）ロータリー財団委員長：木場紀子 （
副：北山吉明（広報：杵屋喜三以満 ロータリー情報：北山吉明 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：野城勲

太字：理事役員★

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

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

年度例会予定 2009-2010
毎週（木）例会

多田利明会員2/4
「デフレについて」
法定休日2/11
調印式打合せ2/18

（土）高崎ＲＣとの姉妹提携例会2/20
振替休会2/25
森慎二監督（石川ミリオンスターズ）3/4
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点鐘
ロータリーソング
『 奉仕の理想 』
四つのテスト

今日は立春、旧村田祐一会長挨拶：
暦のお正月です。昨日の節分は大晦
日にあたり、前年の邪気を祓うとい
う意味をこめて、追儺（ついな）の

行事が行われていた日です。その一つが「豆まき」です。昨晩は豆をまいて悪鬼・疫癘（え
きれい）を追い払らわれたでしょうか。

新型インフルエンザが影をひそめています。しかし昨年の８月に流行った沖縄では第２波が、３－４ヶ月後の暮
れから第１波を上回る勢いで流行っています。今のところ幸いにも毒性は弱く恐れていたほどではないのですが、
過去のスペイン風邪では２波、３波と毒性を強くしています。６０歳過ぎの方は抗体を持っている方が多いようで
すが持病をお持ちの方と若い方は予防注射をしておくとよいと思います。災害は忘れたころにやってくるのが一般
的です。外国製ワクチンは副作用が少し多いようですが、その分予防効果も高いのですが、供給体制に問題があり

。 。 、 。ます 集団接種用の多人数瓶を返品不可で配布しています そのため 一医療機関での対応は外国製では困難です
国産品がまだ余っているようですので、早めにかかりつけの先生にご相談ください。
ゲスト紹介 ビジターの紹介

宮永満祐美会員 杵屋喜三以満会員 土田初子会員 江守道子会員お誕生日お祝い：2/15 2/22 2/24 2/25

《 食 事 》
の例会は建国記念の日でお休幹事報告・委員会報告 多田利明幹事：2/11

み、 の例会ははあります。そして （土）は高崎ＲＣとの姉妹提携調印例会2/18 2/20
になります。

（土）は高崎ＲＣとの姉妹提携調印例会は先の予定より１木村幸生親睦委員長：2/20
時間３０分遅らせまして午後 受付開始で 点鐘です。懇親会は になりま5:30 6:00 7:30
す。

¥8,500- ¥486,343- ¥2,896,519-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
石丸会員 金多田さんの話し楽しみです。高崎ＲＣの来訪ももうすぐ宜しく。会員増強も宜しく。

会員 藤間会員皆様、２月です。今年も後１１ヶ月頑張りませう。多田さん今日は宜しく。

永原会雪の多い立春になりました。今日は、ＴＶのニュースも色々ありました。多田さんよろしく。

多田さん、大変でしたですね。これからも幹事よろしくお願いします。又、今日の卓話楽しみにし員

ております。 皆さんこんばんは。先週例会の時皆さんの暖かい対応のお陰様で連れの山魏 会員

田行政書士がとても喜んでくれました。有難うございました。多田幹事のお話を楽しみにしております。

多田さんの卓話、楽しみにしています。宮永会員

「デフレのはなし」講話の時間 会 員 卓 話
多田利明会員（㈱多田与 社長）

昨年、政府が日本はデフレだと発表しましたが、我々の業界で感じるところ、１５年以
前から始まっていました。何を今さらという感じです。
中国のＧパン工場では、日本人向けのものの原価が２０元（約２６０円 、中国向けが）

４０元、アメリカ向けが１００元で、中国では縫い目の粗い縫製の良くない日本人向け
のものは売れないそうです。

近年、日本人の生活の質が著しく低下しているように感じます。グローバル化の名の
もと安い賃金を求めて製造業は海外に移転、国内でも企業はコスト減のために正社員を
削減したり賃金を減らそうとします。そして、日本国内の需要がなくなり、デフレの悪
循環に陥ってしまっているのです。
元来、輸出して外貨を稼ぐのは、エネルギーや食料などの資源を買うためなのに、それ
を上回る輸出を恒常的に続け、黒字が累積し対外純資産が必要以上になってしまった。
しかも、外需主導型といわれながらも日本の輸出総額がＧＤＰの約１５％ぐらいです。

これ以上、輸出総額を積み上げても日本経済は潤うことはないとも言われてます。も
う日本は内需を拡大する時期にきているように思われます。今の日本人は本当に素材の良いもの、高くても値打ち
のあるものを理解できていないように感じます。そういうものが売れるような日本にならないと生活が潤うように
はならないような気がします。

点 鐘

回547
（木）2010 2.4

5Fホテル日航

20/37 54.05%出席率
月の修正出席率 ％12 70.48
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歓迎 高崎ロータリークラブ！
金沢百万石ＲＣ／高崎ＲＣ姉妹友好クラブ締結例会並びに懇親会

2 920-0831 1-38-30 TEL076-252-2271 FAX076-252-2273第５４８回例会 場所： 松魚亭 階 〒 金沢市東山「 」

（締結調印例会 タイムスケジュール）
１７：３０ 登録受付開始
１７：４５ 例会場へ入場（お出迎え （洋間））

締結例会 開会点鐘 （君が代 奉仕の理想）１８：００
１８：１０ 村田会長（金沢百万石ＲＣ） ・ 市川会長（高崎ＲＣ）ごあいさつ
１８：２０ ご来客祝辞 山出市長（金沢市） ・ 松浦市長（高崎市）
１８：３０ クラブ会員紹介 （田中幹事・木村幸生親睦委員長）
１８：４５ 姉妹友好クラブ締結調印式 と （大ダルマ目入れセレモニー）
１８：５５ 閉会点鐘 （手に手つないで）
１９：００ 集合写真撮影
１９：００～１９：３０ 休憩・名刺交換

～２１：３０ 懇親会（和室大広間）１９：３０
２１：３０～ 二次会 三々五々 ① ② ③ 希望コースで

出席者名
出席者：松浦幸雄高崎市長と秘書の方、山出保金沢市長

高崎ＲＣ会員 金沢百万石ＲＣ会員 他招待者

高崎ＲＣ ２０１０年２月２０日（土）の訪問者名簿（ 現在）1/19
有田 邦夫 市川 哲名 市川 志保美夫人 市川 豊行 市川 恵子夫人

小倉 敦秀 桂川 修一 川手 義昭 後藤 俊雄 後藤 もと夫
人 芝崎 勝治 清水 正爾（マサジ） 清水 伸（シン） 須藤 二三男 関口 俊介

高井 淳夫 高井 恵子夫人 田中 久夫 羽鳥 修司 治田 芳久（ハルタ ヨシヒサ） 治田
初穂夫人 広瀬 雅美 深堀 達義 堀越 芳春 堀越 俊子夫人 丸山 和久 茂木

（敬称略 （３２名）晴男 茂木 由紀子夫人 森田 岳志 吉井 孝夫 吉井 幸枝（サチエ）夫人 小見 ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中村信一金沢大学長を表敬訪問
２月５日（金）昼 少し天候が回復したが、角間の金沢大学構内

はまだ大分雪がありました。しかし 学長室の応接間は南の窓から
の太陽が明るくさし、春陽の ひとときでした。 ３０分ほど世
間話やロータリーの話しをしてきました。学長さんはは特に米山
奨学会やロータリー財団留学生の事には熱心ににきいておられま
した。

訪問者：藤間勘菊会長エレクト 石丸幹夫会報委員長

パストガバナー補佐の親睦会（ 石川第一分区）RI2610
第回３目の会合ですが、２月５日 から加賀石亭に 名18:30 17

が集まり、約２時間ロータリアンならではの話題で、知識や友情
をふかめました。 出席者：中川可能作ガバナー、北川晶夫 パス
トガバナー、石崎皓三、今井欣也、石丸幹夫 （以上パスト分区代理 、山本茂、新村利夫、谷久夫、吉村宣利、高、 ）

本昭二、炭谷亮一、高畠正光、若林智雄、柳生
好春、粟田卓二、井上三郎（以上パストガバナ
ー補佐 、高畠菊丸ガバナー補佐。）

世話役 若林智雄（金沢東 ）RC

この様な会は 地区では他には行われて2610
いないと思いますが、ガバナー補佐の先輩、後
輩がガバナーやパストガバナーと共に情報交換
をしながら、親睦を深める会です。地区の事情
にも詳しい人達であり、共通の話題も豊富で楽
しい会です。
第一回は菜香楼新館で、世話役は 石丸幹夫、

井上三郎、炭谷亮一、長谷川塑人の各氏、第二回
はみやかわ（金沢市額新保 ）で世話役 柳1-431

生好春氏（野々市ＲＣ）でした。 次回は７月頃 世話役は 高畠菊丸氏（金沢北 ）で行われます。RC

松浦幸雄高崎市長

会長市川豊行

高畠正光氏 今井欣也氏 中川可能作ガバナー 石崎皓三氏


