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１０月のロータリーレートは １ドル＝８６円,
炭谷亮一第９回 ガバナーエレクトからの手紙

「威丈高な中国政府の深層心理」
尖閣諸島付近の海域で日本の海保の船に中国漁船が意図的に衝突し、船長を日本の法律に乗

っ取って逮捕拘留した事件で、中国人船長の釈放に圧力をかけ、又釈放された後もこの責任と結
果は全て日本側にあると謝罪と賠償を要求してきた。
大半の日本人は、日本の法を破っていながら逮捕拘留はすべて日本の違法行為で謝罪と賠償を求
める姿正を見て何と理不尽な国でとても理解に苦しむと考えたはずだ。
しかし私は、別の角度からこの事件を見ると、中国政府の対応に理解ができる。中国には五千年
の歴史があると言われるけれども、伝統的に皇帝の国であって、民主主義の国であったことは一
度もない。中華民国以後、名前だけが総統とか、国家主席とか、肩書きの違うトップはいるけれ

、 、 、 、 。ども 人民に選ばれた人は一人もいないし 名は異なっても独裁者であったり 実質上 皇帝の扱いを受けている
そういうお国柄のところで「おまえの国は民主的でない」と非難しても非難される方が豆鉄砲をくらった鳩のよう
なものであろう。それでも清朝の倒潰に至る帝国主義侵略下の中国は、国全体が欧米日に植民地化される危機の中
で多くの中国人が辛酸を嘗め外国から突きつけられた要求はすべて屈辱的なものであったから、交渉の席に着く前

、 、 。から髪を逆立てたようなポーズを取らざるを得なくなり それが習性になって 今も威丈高な姿勢を崩せずにいる
百五十年に及ぶ屈辱的な歴史の中で自らの威厳を保とうと思えば、怒り狂ってみせる必要もあったし、苦しい戦争
もしなければならなかったし、不平等且つ冷酷な扱いにも耐えなければならなかった。中国政府の強い姿勢はすべ
て、トラウマとコンプレックスに裏打ちされたものであり、百五十年の惰性が続いているからであろう。日本が中
国政府の態度を改めさせるには、国際世論を喚起
し世論の周囲網で中国政府に強く圧力をかけるこ
とが必要である。

村田祐一「タバコの真実」その８

「タバコの真実」その９
２０１０．１０．１４

人前でぷかぷかタバコを吸う方
で「俺は国の税収に大いに貢献
しているのだ！タバコを吸って

何が悪い！」と胸を張っている方がいます。この
１０月からタバコの値段も一箱１００円以上値上

KanazawaHyakumangoku
碧い大気

青い海 蒼い大地

金沢百万石
Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 578 10.14 2010

2010 2011～
藤間勘菊 西村邦雄 北山吉明 上杉輝子(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 副幹事：宮永満祐美

太字：理事役員会計：竹田敬一郎 永原源八郎SAA： ★
副：二木秀樹（親睦：上杉輝子 プログラム：魏 賢任（ 水野陽子理事）クラブ管理運営委員長：

吉田昭生SAA：永原源八郎 ニコニコ：二木秀樹 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：井口千夏 奉仕プロジェクト委員長：
職業：申 申奎 社会：野城 勲 国際：木村幸生 ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）副：魏 賢任（ IT

副：杵屋喜三以満 （会員増強：金沂秀）会員組織委員長：金沂秀
副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：藤間勘菊）ロータリー財団委員長：木場紀子

（広報：東海林也令子 ロータリー情報：土田初子広報委員会委員長：多田利明 副：北山吉明・土田初子
会報：石丸幹夫) 副：多田利明、宮永 、井口千夏PETS・地区協議会実行委員長：北山吉明 満祐美

石丸幹夫常任理事：
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

年度クラブ例会予定 2010-2011
（ ）10/７ 大森裕子様 青年海外協力隊ＯＧラオス村落開発普及員

「ラオス協力隊の体験談」
谷伊津子会員（ミュージックスタジオ・気功塾主宰）10/14
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がりしました。今回はタバコの経済学について話します。

では、愛煙家の方に、タバコで健康を害し、吸わない人より余計に健康保険を利用していませんか？値上がり前の
データでは年間のタバコ税収とタバコ関連産業の収入が合わせて約３兆円、対して年間のタバコに起因する医療費
が約３兆円です。これで帳消しです。さらに、健康を害して仕事を休んでいませんか？仕事時間中にタバコ休憩を
取って、労働時間をごまかしていませんか？タバコの不始末で火事、小さな子どもの誤食、歩きタバコでの子供の
火傷。ポイ捨てで環境破壊をしていませんか？波打ち際のごみを見てください。腐らないタバコのフィルターが沢
山含まれています。海ガメなどの海洋生物が食べて死んでいます。これらの被害を合わせると年間約３兆円の損失
です。しかし、外国のタバコ産業の試算ではタバコで早死にすることにより老後の社会保障費が少なくなり、社会
保障の手厚い国家ではタバコを吸って早死にしてもらった方が差し引き国の負担が少なくなるそうです。日本は貧
しい社会保障なのでどうでしょうか？国民の健康 命を簡単にお金に換算し、働けなくなったらさっさと死んでく=
れといった国策が良いのでしょうか。しかも吸いたくない他人にまで健康被害を及ぼして喫煙するのか？といった
課題が残ります。少なくともマナーを守って他人の迷惑にならないように喫煙してほしいものです。

点鐘
国 歌 『 君が代 』

『 手に手つないで 』SONG
四つのテスト

皆さん今晩は 今日お昼会長挨拶：
に石丸幹夫先生と宮永さんと３人で
金沢北クラブにこの前のラオスのお
礼に行ってまいりました。 谷伊津子
さんもいらしていまして４人になり

ました。横におられた磯野さんが「 百万石 にメイキャップしているような気分ですね！」と言われました。RC
又来て下さるそうで御座います。それから先日、パイロットの美術展を致しまして、とてもいろんな事を感じまし
た。本日たまたま美容院へ行って見てましたら、スエーデンにも知的障害者のお子さんの美術展がありまして、学
校があり指導していると書いてありました。それで山下清さんとかも式場先生など指導なさってすばらしくなられ
ました。先日の美術展でも介護でないといらっしゃれない様なお子さんが本当に素晴らしい絵を描いていらっしゃ

。 、 。いました 去年も知事賞をお貰いになったお子さんに お母さんがそばについて授賞式に来ていらっしゃいました
そういう姿を見て手を差しのべなければいけないと云うことを痛感致しました。又この度 二人の素晴らしいノー
ベル賞の方がいらっしゃいましたが、トップの科学者だけでなく、その下にいらっしゃる縁の下の力持ちが沢山い
らっしゃると言うことを北ＲＣ会長の畠さんも同じ事をおっしゃっておられました。私達の仕事も沢山の人に支え
られています。

ラオスの子供達がいらした時には本当にお世話になりました大森さんで御座います。 (卓話者)ゲスト紹介
大森 裕子様（青年海外協力隊ＯＧラオス村落開発普及員 ） 米山奨学生の李 暁燕（リギョエン）さん

河北南ＲＣ 新田 猛 様ビジターの紹介
李 暁燕（リギョエン）さん 会長 「本日は 月の奨学金です。次月は学会でいらっしゃ米山奨学金の支給 11

れないそうです 」。
６日生まれ 藤間 勘菊 会員今月の誕生の方

－－食 事－－
幹事報告・委員会報告

。 。 （ ）宮永満祐美幹事： ①３点ございます 今晩は 地区大会の大会の夕べと云うことで 土10/31
に懇親会がありますが、今回は着席ですので○を付けた方は本当に出席かどうか確かめてくださ
い。 今度の地区大会には韓国光州から朴天學先生らがいらっしゃいます。それで （土）夜② 10/30
は百万石 の皆さんで歓迎したいと思います。どうぞ御出席を！ 先週会長から地区大会のRC ③
ホストの話をお聞きしましたが昨年行った金沢ＲＣの書類をみましたが、すごいのでビックリし
ているのですが、いろいろクラブ事情も違いますので私達のやり方で行いたいと思います。皆さ
ん一人一人の力をいただきたいと思います。先ほどの実行委員会で役割を決めさせていただきま

した。よろしく御願い致します。
朴南洙 パク ナムス ( )韓国光州からの来訪者名 Park Nam Soo Governor 2010-2011

Oh Chan Kyo Governor Nominee? 贊敎 オ チャンキョウ
金明洙 キム ミョンス ガバナー特別代表Kim Myeong Su
朴天學 パク チョナク 地區友情交換委員長 の皆様です。Park chun hak

東京世田谷 との合同例会ですが、思っていたより人数が少ないのでま木村幸生国際奉仕委員長： RC
だ未定の方は是非ご参加御願い致します。まだ 名ほどです。１１月１３日（土）湯涌温泉 湯の出16
開会 ～ 宴会 ～18:30 19:00

例会便り
回578

2010 10.7 19:00（木）
5Fホテル日航沢

出席率 ％25/35 71.43
８月の修正出席率 ％77.94
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\ 17,000- \ 244,389- \ 3,570,074-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
大森さん、李さん、河北南ＲＣより新田様ようこそ。 大森さんようこそおいで下藤間会長 上杉会員

。 。 。 。さいました お話楽しみにしています 李暁燕さんようこそ 先週の卓話素晴らしかったです木場会員

ビザもおりてアメリカの学会で発表されることになりました。今月は米山月間です。豆辞典お配りします。
大森様、先般は御世話になり有難うございました。私は来年ルアンプラバンへ行きます。木村幸生会員

皆さんこんばんは。大森様、ラオスについてのお話を楽しみにしております。 大魏会員 金会員

東海林会森さん、ラオスの学生達の御世話になりました。今日の卓話よろしく。楽しみにしています。
ドイツに行って来ました。チョコレート少しですが、召し上がって下さい。 大森様、ラ員 村田会員

オスの卓話楽しみにしています。 大森様ようこそいらっしゃいました。吉田光穂会員

「 ラオス北部で見えたもの～青年海外協力隊の活動を通して 」講話の時間

大森 裕子 様（青年海外協力隊ＯＧラオス村落開発普及員 ）
【プロフィール】１９７９年１月７日生まれ。羽咋郡宝達志水町出身。金沢高等学校卒業。神戸親和女子大学児
童教育学科卒業後、同大学教育専攻科修了。その後、社会福祉法人親和保育園勤務（神戸市 。２００７年９月～）
２００９年９月まで青年海外協力隊としてラオス（ウドムサイ県フン郡教育局）へ派遣される。

、JAIKAは国際協力機構のボランティア事業で
自分の技術・経験や知識を開発途上国の人々

（ ）のために生かしたいと望む青年 ～ 才20 30
、 。を派遣するので 約 種の職種があります120

例えば養殖、野菜、村落開発普及員、木工、
看護士、栄養士、手芸、小学校教諭、コンピ

、 。ューター技術 体育など－－－－があります
、ラオスは正式にはラオス人民民主共和国といい

中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ベトナム
の５カ国に囲まれた内陸国です。首都はビエンチャンで国全
体の人口は 万人 面積は 万 平方キロメートル 日630 23 6800、 （

本の本州の大きさ）
ラオス民族については 低地民族は黒タ
イ続、タイルー族、タイラオ族など、中
部ラオ族はカム族、タリアン族、 私の
いたウドムサイ県フン郡では幼稚園 で13
生徒は 人、小学校は 校ですが432 107
完全校は 校で 人、中学校は27 13,000
少なく 校で 人です。 高校は9 1900
１校のみで生徒は約 人です。2600
小学校や幼稚園はまだ建物は貧弱です
が、外国の援助のものは整っているよ

うです。 のプロジェクトは決められた対象小学校にて学校保健などの状況把JICA
握や指導やアドバイスです。そして１年間の活動を評価し、表彰となります。

点鐘

東京世田谷中央ＲＣ・金沢百万石ＲＣ合同例会について
“ ” 。 、昨年は 誰も知らない東京の旅 で東京世田谷中央ＲＣの御世話を頂き合同例会と観光を企画しました 今年度は

東京世田谷中央ＲＣの会員の方々を金沢へお招き致します。
◇１１月１３日（土）
■ゴルフ 片山津ゴルフ倶楽部「白山コース」 会費 円21,100

スタート① ② 組予約済（東京３名・百万石１名、東京２名・百万石２名）9:27 9:34 2
※参加人数把握の為、〆切は (木)9/23

18:30 19:00 77-2 076-235-1016■夜間例会 湯涌温泉 湯の出 開会 ～ 宴会 ～ 湯涌荒屋 ＴＥＬ
会費 円（一泊・日帰り同額）15,000
お願い 会費には飲み物が少々しかつきませんので、皆さん美味しいお酒をご参下さい。
申込み〆切 ９月３０日（木）

9:00 15:00◇１１月１４日（日） 市内観光 ～

１９：００～２０：３０頃会場変更例会（＝吉田昭生会員如来寺宅）のご案内 10/21（木）
会費 円 卓話 如来寺 吉田住職 「中国の美味しいおはなし」2000


