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９月のロータリーレートは １ドル＝８６円,

8/19崎山武夫ガバナー公式クラブ訪問

姉妹クラブ高崎ＲＣから市川豊行直前会長と 田中久夫直前幹事 来訪

昨年の 月 日に初めておあいして丁度１年です。8 21

調印式が 月 日ですので、提携もう半年です。2 18

是非、東京に行かれるときには高崎に途中下車して
下さい
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年度クラブ例会予定 22010-2011
田中義昭様 （レストラン社長）8/12
「金沢のレストラン業界を考える」
ベルギー交換学生歓迎夕食会ダージャ8/18

“ガバナー公式訪問” 崎山武夫様8/19
8/26 1F親子ファミリー例会 テルメ金沢

例会に先立って当日、会長・会長エレクト・幹事は崎山武夫ガバナー・
若松明夫ガバナー補佐・島正巳地区幹事と懇談会 ホテル日航５Ｆ

（木）例会あと 主計町「えんや」にて8/19
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点鐘
「それでこそロータリー」SONG

四つのテスト
みなさん今晩は！会長挨拶：

今日は本当に沢山のお客さんで
ございます。先ず 地区かRI2610
ら崎山ガバナー、第一分区Ｂガ
バナー補佐 若松様、地区幹事
島様、をお迎えしております。

それからとても懐かしいお客様の高崎ＲＣの市川様、田中様でございます。それから米山奨
学生の李 暁燕（リ ギョウエン）様です。本当に良くいらっしゃいました。今日は金沢ではジャパンテント

市長さんが金沢はクラフト工芸 手で、全国から ケ国で 人のお客さまが見えておられました。76 300
仕事の街とおっしゃっていました。金沢には職人大学という特徴ある学校があります。それから主催者でる飛田会
長さんはお国自慢、金沢の故郷愛をはぐくむ形だとおっしゃっていました。
本当に私達のこの金沢には自慢が沢山ございます。伝統工芸や手仕事と云っても私達のクラブに沢山関係しておら
れる方がおられます。このお国自慢を私達はクラブの自慢として行きたいと思います。

国際ロータリー第 地区 ガバナー崎山 武夫 様 石川第一分区Ｂガバナー補佐 若松 明夫ゲスト紹介 2610
（ ） （ ） （ ）としお 様 地区幹事 島 正己 まさみ 様 米山奨学生 李 暁燕 リ ギョウエン
様

高崎ＲＣ 市川豊行様 田中久夫様 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
李 暁燕（リ ギョウエン）様米山奨学金の支給

《 食 事 》
崎山ガバナー様始め、在席の皆様こんばんは、 近況報李 暁燕（リ ギョウエン）様挨拶

告させていただきます。８月から７月までは博士論文のデータ蒐集をしました。７月は毎週水木
曜日に早稲田大学へいき、７月 日から 月 日まで台湾に行き、学会発表しました。疲れて30 8 3
しまい、お盆は家族と能登でリフレッシュしてきました。来年は博士論文を書こうと思います。
大変な作業と思いますが、ご支援がお指導よろしく御願いいたします。有難うございました。

１年経ちました。百万石 と姉妹クラ市川豊行前会長（高崎 ）RC RC
ブにするために、昨年の 月 日におあいして丁度１年です。今日8 21
はガバナー訪問の日と言う由緒ある例会に出席する事が出来まして、
本当に有難うございます。高崎は暑い方でございます。しかし皆様は
大変燃えていると思います。今後ともよろしく御願い致します。

会長の市川さんが１年経ちましたといい田中久夫前幹事（高崎 ）RC
ましたが、正式には調印式が 月 日ですので、半年です。あの時2 18
は非常に寒い時期だったと思いますが、こんな暑い時期になってしま
いまして、若干、金沢に来れば「涼しいだろうな」と期待していまし
たが、午後４時過ぎに駅にでて同じじゃないか思いました。是非、皆
様にはまたもう少し涼しくなってから高崎にお越しいただきたいと思

。 、います 東京に行く途中降りていただいて月曜の例会にお寄り下さい
どうぞ今後ともよろしく御願い致します。

幹事報告・委員会報告
皆様、今晩は！ 本日はとても賑やかな例会でございます。前回も申しあげ宮永満祐美 幹事

月 、 の土日 東京世田谷中ましたが、欠席してまだの方もいらっしゃると思いますので、 と11 13 14
。 。央 との合同例会RC を致します 湯涌温泉の湯の出に予約してありますので手帳にメモして下さい

来年の です。1/27 8/26（木）は の振り替えの休会
７月平均出席率は ％です。皆様方の努力で前月より上がっています。76.47

¥51,000- ¥167,000- ¥3,490,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
ガバナー崎山武夫様 地区幹事島正己様 ガバナー補佐若松公式訪問に寄せて 公式訪問によせて

ガバナー補佐訪問に寄せて明夫様

酷暑の中ですが、金沢百万石ＲＣの皆様とのお付き合いしてからもう一高崎ＲＣ直前会長市川豊行様

カ年が経過しますが、本日はお世話になります。 田中久夫様 昨年度は大変お高崎ＲＣ前幹事

香林坊世話になりました。又、今日を楽しみにして居りました。皆さんに再会できて嬉しいです。

ちょっと秋めいてきました。松尾芭蕉と八尾の盆を感じる日本人の最も好きなこの時期です。ＲＣ小幡様

季節の間に季節のある日本に感謝ですね。 崎山ガバナー、若松パストガバナー、島地区藤間会長

幹事よろしくお願い致します。 高崎より市川様、田中様お久しぶりです。ようこそ。李さん、ようこそ。

回572
（木）2010 8.19

5Fホテル日航
24/35 68.57%出席率

73.61%６月の修正出席率

市川豊行前会長と田中久夫前幹事（高崎 ）RC
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崎山ガバナー、若松ガバナー補佐、島地区幹事をお迎えして。炭谷Ｇエレクト 崎山ガバナー、若松ガバナー宮永幹事

補佐、島地区幹事御苦労様です。 ガバナーの崎山様をお迎えして。 若松ガバナー補佐・幹事島様ようこそ。石丸会員

高崎ＲＣの市川様、田中様ようこそ。李暁燕様ようこそ。 崎山ガバナー補佐並びに若松ガバナー補佐、島地区岩倉会員

幹事様本日は宜しく。高崎ＲＣ直前会長市川様、直前幹事田中様本日はようこそ金沢へ。 崎山ガバナーようこ上杉会員

そお暑い中お越し下さいました。当クラブも色々頑張ってます。これからも宜しくお願いします。 崎山ガバナ杵屋会員

、 、 。 、 、 。ー 若松ガバナー補佐 島地区幹事をお迎えして 又 高崎ＲＣの皆様 李さん本日はようこそお越し頂き有難うございました

高崎ＲＣ市川さん、田中さん暑い中ようこそ。金会員

今夜は盛り上がりましょう。 崎山ガバナ東海林会員

ー様、ようこそいらっしゃいました。ピティナ・ピアノコン

クール全国大会に三名の生徒が出場することになりました。

明日から東京へ行って来ます。 崎山ガバナ木場会員

ー様、ようこそ。よろしく御指導お願い致します。李さんよ

うこそ。 多田幹事 崎山ガバナーようこそ。高崎ＲＣの市

川様、田中様ようこそ。 崎山ガバナーご竹田会員

。 。一行様と高崎ＲＣの友を迎えて 本日宜しくお願い致します

後出会員 西村会崎山ガバナーをお迎えして。

崎山ガバナー、島地区幹事、若松ガバナー補佐ようこそ員

おいで下さいました。 崎山ガバナーをお迎水野会員

えして。よろしく御指導下さいませ。 崎山村田会員

ガバナー、遠路ようこそおいで下さいました。宜しくお願い

します。高崎ＲＣの市川様、田中様お久しぶりです。李さん、ようこそ！

－－－講話の時間－－－

国際ロータリー第 地区 ガバナー 崎山 武夫 様「 ＲＩのテーマ 」 2610

皆さん今晩は 今日は公式訪問 回目です。炭谷エレクトもおられ、ちょっと緊張しま17
す。また高崎 の市川さんとか田中さんもおられ、これもご縁かなと思っています。米RC
山の李暁燕さんも来ておられます。いつも私はクラブ訪問ではこのクラブは他とどう違
うか知りたいと思っています。ここはユニークな点もありますね。女性会員が多いです
ね。女性会長さんで、話にいろいろ花が咲きまして楽しい思いをしました。それから国
際奉仕に関しては大変ユニークな活動をしていると思います。ラオス、モンゴル、ネパ
ールなど大変面白いと思いました。
本日の私の話は大きくわけて二つあります。
先ず、クラブ運営方針についてお話し致します。ＲＩテーマは「地域をはぐくみ、大陸
をつなぐ」ですが、もともとロータリーは地域に密着した活動をしていました。これが
社会奉仕、国際奉仕に拡がりました。これがロータリーの原点だったのでしょう。 こ

の奉仕は地区としては其処にあったオリジナルでな独創的活動をしようという訳です。他の団体の活動に便乗する
のではなくて、そのクラブが自分で考えだした事をやることです。これがその地域に浸透する大事な事ではないの
かと思います。 地域密着型は広報という観点から、クラブそのものが生き生きと活動している事が大切です。そ
してその体験をロータリアンが人々に語りかける事です。

日本やアメリカではロータリアンが極端に減少していますが、インドや元の東ドイツでは増えています。全体で
は微増です。またビックリしたのは世界のロ－タリアンの ％が財団に寄付していないということでした。どち75
らかというと良質のロータリアンは減っているということです。

パイロット事業としては世界で１００の地区が３年後から始めます。これに関しては今年の地区大会で の10/31
第一日に話があると思います。

次はロータリーの特色であり欠点でもあるのですが、任期が一年と言うことです。大きな事業が出来ない。だか
ら その続きを何となくしたりしています。これでは新しい良い事業も育ちません。準備期間も含めて長期も育て
たいです。またクラブの何周年事業というのがありますが、これは式典そのものが目的であってはなりません。

職業奉仕についてですが、事業の廃止もおおく、意欲を持って事業する人が少なく、企業のリストラがや失業者
が増加しています。草食系男子が増え、食えれば給料少なくても良いと考える若者が多い様です。ロータリーは職
業人の集まりです。多くのロ－タリアンは自分の職業を天職として、喜びを持って仕事に励んでいます。リスクが

この職業奉仕がロータリーの金看板だと思あってもたくましく自立していく職業人を育てる事が使命と思います。
います。
現在のガタガタになった世の中を他人事の様にみているのはおかしいのではないのかと思います。
「この世の中で一番たのしく立派な事は意志を貫く事で、最も淋しいことはする仕事がないことです 」。
福沢諭吉の商業に対しての非常な真摯な思いがあったのだと思います。この点職業奉仕のフォーラムでもやってみ
たいと思います。

この後ロータリーの歴史を振り返りたいと思います。 年前のシカゴというのは荒れすさんでいました。当時100
ダーウインの「種の起源」が一世を風靡していました。その思想は適者生存です。環境に強い物が生き残ると言う
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考えです。その中でポール・ハリスは信頼出来る友達を３人作り、お互いの企業上の利益を享受しあうという、親
睦と職業奉仕です。しかし奉仕と云う考えはまだなかった様ですので、社会に対してアッピールする社会奉仕を加
えていきました。それはシカゴの街に公衆トイレをつくりました。その後 年にセルドンという人が「最も多1911
く奉仕する者、最も報いられる」と云いました。それが職業奉仕の実践理論となりました。
大阪ロータリークラブの松下幸之助さんは著書の中で「儲からない事業は罪悪である」と述べています。なんてひ
どいことを云う人だと、はじめは思いましたが 「時代が要求しているサービスをキチンと把握して実践するなら、
ば利益は後からついて来る筈だ」と云うことを云いたかったのだと思います。その後、ロータリーは職業奉仕か社
会奉仕かの議論はありましたが、 年ロータリークラブからライオンズクラブが生まれ、集団で社会奉仕をする1917
クラブができました。それに対してロータリーはＩ ｓｅｒｖｅ でして、奉仕の学習は集団でおこないますが、
奉仕の実践は個人の自由意志です。一人一人が自分に合った奉仕をするわけです。これが結果的に大きな塊になり
ます。

年にはセントルイスの国際大会で、 の と言うのが採択されました。これは自利と利他です。ロータリー1923 23 34
の理念をを格調高い言葉で述べています。しかし、その後、ポリオプラスも始まり、職業奉仕から少しずれて社会
奉仕に傾いて行きました。結局、今までは の と言うのが邪魔になってしまい、除外されてしまいました。日23 34
本側は猛反発しまして、ロータリーの歴史的文書に保存する事にしました。

今や世界的不況で、ロータリーの転換期になっています。それが地域と云うものにもう一回戻って、活動する事
が必要なのではないかと考えています。
こういう風にロータリーとは何ぞやと考えるのも面白いのではないのかと考える次第です。

今度の に新湊で地区大会が行われます。このクラブは全員登録していただけますね！よろしく御願い致10/30,31
します。御礼申し上げたいと思います。 登録だけでなくて、参加も御願い致します。

国際協議会に行きますとその全体会議は毎日で１０日間くらいやります 炭谷さんも来年しますが 入り口に 入。 、 「
りて学び」 出口には「出でても必要」と書かれています。このような「標語」がクラブ会場にもあると良いです
ね！皆様方のクラブは女性も多いし、まとまったクラブで、すぐやる素晴らしいクラブです。今後ともよろしく御

点鐘願い致します。

金沢８ＲＣの例会変更のお知らせ
（火） ～「 クラウンプラザホテル金沢」納涼夜間みなとＲＣ 8.30 18:00 ANA

8/26 1F百万石ＲＣ 親子ファミリー例会 テルメ金沢

��� ���ＮＥＷＳ

百万石 お馴染みの音楽家・ ﾋﾟｱﾆｽﾄRC
ウイーンの有マインハルト・プリンツ氏一家のコンサート

名なピアニストで 夫人の中田留美子さんと共にかって卓話も御願いした
プリンツさん一家のコンサートです。今回は中田留美子さんの歌やご子息
のシモン君のバイオリンをいれてのコンサートです。 プリンツ氏はウイ
ンプイルハモニーとはよく共演され バイオリニストのシューベルト氏 ウ、 （
イーンリンク ）の親友です。是非 来て下さい。そして打ち上げ会にRC
も出席して下さい。 （月） 金沢市アートホールにて2010.9.13 18:30

－－－－－－－－－－－－－
会 員 消 息

北山吉明会員から
（土）ロイヤル・パレス・スタヂオ （日）もジャズコンサートご案内 9/11 9/12

っきりや開演 上山高史 北山吉明 ピアノ 田村 博7:00PM

－－－－－ロータリアン 随 感－－－－－

炭谷亮一第３回 ガバナーエレクトからの手紙

「功利主義の敗北」
タバコ会社のフィリップモリスは、チェコ共和国で大規模なビジネスを展開している。こ

の国ではいまでも大勢の人がタバコをたしなみ、社会的にも容認されているからだ。ところが
、 、 。最近 喫煙による医療費の増加を懸念したチェコ政府は タバコ増税を検討するようになった

増税回避を願うフィリップモリスは、チェコの国家予算に対する喫煙の影響の費用便益分析を
外部に依頼した。すると、実は喫煙のせいで政府が失うお金より手に入るお金の方が多いこと
が判明した。その理由は次のようなものだった。喫煙者が生きているあいだは国家予算の医療

例会後プリンツご夫妻とともに2005.8.4
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費負担が増えるものの、喫煙者は早死にするため、政府は医療費、年金、高齢者向け住宅などにかかる少なからぬ
費用を節約できるのである。その分析によれば、喫煙の「好ましい効果」－－－タバコ税収や喫煙者の早死にによ
る公費の節約など－－－を勘定に入れれば、国庫の純益は年間１億４７００万ドルにもなるという。

その費用便益分析はフィリップモリスの宣伝・広報活動にとって大きな打撃となった ある評論家は書いた タ。 。「
バコ会社はタバコが人を殺すことを否定していたものだが、いまや殺すことを自慢している 」 ある反喫煙団体。
は新聞広告を出した。そこには死体安置所に横たわる死体の足が描かれ、そのつま先には１２２７ドルの値札が付
けられていた。これは喫煙によって一人死ぬたびにチェコ政府が節約できる金額を表していた。人々の激しい怒り
と冷笑を目の当たりにして、フィリップモリスのＣＥＯは謝罪し、その研究は「人間の基本的な価値を完全に無視
した受け入れがたいもの」だったと述べた。

「正義」マイケル・サンデル （引用ページ )58

村田祐一「タバコの真実」その３ 2010.8.26

「煙いから喫煙室では吸いたくない」
タバコの煙には２種類あります。喫煙者が吸う主流煙とくゆらせタバコから立ち上る副流煙

です。さて、どちらの煙に有害物質が多いと思いますか？副流煙が圧倒的に多いのです。喫煙
者を観察するとくゆらせた煙を自分自身はできるだけ吸わないように他人の鼻先に向けていま
す。しかも主流煙はフィルターを通して有害物質を漉して喫煙しています。本能的に自己防衛
しているようですね。鼻先にたばこを持ってこられた方は迷惑至極です。そんなにタバコが吸
いたいのならフィルターの無い両切りタバコにして副流煙も一緒に吸えばよさそうにと思いま
すがいかがでしょうか。タバコの煙にはあのダイオキシン始め発がん物質の代表のタール、麻

薬同様の依存性をつくるニコチン、酸素運搬能力を低下させる一酸化炭素など判っているだけでも４００種以上の
有害物質が含まれています。当然、当クラブの会員はマナーを守られて吸っておられます。ロータリアンで喫煙す
る方は率先して周囲の人に気を配ってほしいものです。それでこそロータリーです。

年ベルギー短期交換留学生写真集2010

ホストファミリーは井口千夏会員
アン＝ソフィー受入学生： Ann-Sophie De ROO

ドゥロー （女） リ23 才 Liesbeth HASPESLAGH
ースベト ハスペスラグ 才（女）22

（金）富山より金沢着 金沢箔工芸体験日程： 8/13
（地区） （土）兼六園など市内観光 （日）8/14 8/15

福井方面 東尋坊方面 （月）フリータイム 午前中 尾山神社 野村邸 近江町 午後 日8/16 8/17（火）
舞体験（藤間宅）如来寺石仏見学など （水）能登方面日帰りツ夕食歓迎パーティー 於：ダージャにて 8/18
アー、夕食「フラワーガーデン」にて（地区） （木）フリータイム（買い物）市長表敬訪問（地区）夕食さよ8/19
ならパーティー「スカイホテル （地区） （金）広島・関西→ベルギーへ」 8/20

バナ－交換 の さんと さん（ダージャにて）Liesbeth Ann-Sophie

親 子 フ ァ ミ リ ー 例 会
♪ チビッ子も大人もみんな集まれ ♪

素敵なバイオリンの音色で身も心もリフレッシュしませんか！ どうぞ、ご家族・お子さん・お孫さんなどお誘
い合わせご参加下さい。 親睦委員長 上杉 輝子
日 時 ８月２６日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 テルメ金沢 １Ｆ 「イルズ」
会 費 会員 円(クラブより一部負担) 御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円4,000 6,000 3,000

※会費には、お風呂入浴料金も含みます。宴会前後の入浴も可能！※飲み代は別途、親睦委員会が負担します
内 容 ♪西澤和江様（バイオリニスト）の素敵な演奏 ♯会員による楽しい歌・ゲーム

8 19 262-2241 E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp〆 切 月 日（木） ＦＡＸ
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兼六園にて

尾山神社にて

尾山神社にて 野村邸にて

藤間勘菊邸にて日本舞踊体験
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さよならパーティでの団長の
氏（ ）Jean WERRY Liege-Bierset RC

パストガバナー － ） 才1991 1992 79

太鼓を体験茶席体験

お別れ 金沢駅西口にて

さんと金沢駅にてJean WERRY


