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年 月のロータリーレートは １ドル＝９０円2010 2 ,
炭谷亮一第１０回ガバナーエレクトからの手紙

「ノーベル経済学賞物語」

１９６９年に、ノーベル経済学賞が設立されましたが、その当時ノーベルの遺言でもないのに
なぜ勝手にこんな賞を創ったのかと大いに疑問を持っていました。最近知った事ですが、ノーベ
ル経済学賞はノーベル賞基金とは別物で、スウエーデン国立銀行賞と言います。授賞式などは他
のノーベル賞と同じように行われますが、ノーベルが遺贈したものではなく、スウエーデン国立
銀行が設立した賞です。

、 。 、スウエーデン国立銀行はスウエーデン中央銀行で 日本の日銀に相当します 世界最初の中央銀行として知られ
１９３１年にスウエーデンを襲った経済危機に対して、インフレ目標を導入し、大恐慌からいち早く抜け出たこと
が有名です。

そうした歴史と伝統のためでしょうか、国民は経済学を信頼しており、ノーベル経済学賞の設立につながってい
ます。ちなみにこのスウエーデンもリーマン・ショックに見舞われました。スウエーデン国立銀行は消費者物価指

、 、数で年率２％プラスマイナス１％のインフレ目標をとりましたが ２００９年４月から１１月までマイナスに陥り
ただちに非伝統的金融政策（ゼロ金利と量的緩和）に踏み切り、バランスシートの規模をそれ以前の３倍以上にし
ました。そして２０１０年２月に１．２％とインフレ目標の範囲に戻り、今でも維持されています。

日銀の金融政策と違って、スウエーデンの中央銀行は迅速に金融政策を断行し、その有能さが光っています。

韓国３７１０地区より４名が地区大会に出席
金沢百万石ロータリークラブ 会 長 藤間 勘菊 友好委員長 井口 千夏 親睦委員長 上杉 輝子

来る３０日（土 ・３１日（日）の地区大会に姉妹地区である韓国３７１０地区より下記の４名の方々（内３）
名は南光州ＲＣ所属）がお見えになります。先日、南光州ＲＣ４０周年にはお世話になりましたので、下記の通り
歓迎会を致します。ご家族もご同伴で是非、万障繰り合わせご出席下さい。

076-222-1212日 時 １０／３０ 土 １９：００～ 場 所 金沢白鳥路ホテル 丸の内６－３ ＴＥＬ（ ） 『 』
会 費 会員・家族 お一人／ 円 〆切 １０／２１（木）8,000
ご出席者 朴南洙 ガバナー ( ) パク ナムス2010-2011

呉贊教 ガバナーノミニー オ チャンギョ
金明洙 ガバナー特別代表 キム ミョンス
朴天学 地区友情交換委員長 パク チョナ
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点鐘
『 』ロータリーソング 手に手つないで

四つのテスト
皆さん今晩は チリの落盤会長挨拶：

事故のことで目もはなせない様です。
ドラマがつぎつぎと繰り広げられまし
た。そしてこの先が幸せなら良いなと

。思いました
特にそれを

まとめられたかたが突然事故でヒーローになられたので これから人生を誤らない様
にと感じました。

本日はいらっしゃいません。ゲストとビジター
村田祐一前会長 ８ヶ年皆出席表彰

幹事・委員長報告
皆さん今晩は、先ほど地区大会の役割分担表をおわ宮永満祐美幹事：

けしましたが、悪いところございましたらよろしく御願い致します。金
沢 が前回していますので、そこから書類をいただいて、ガバナーエRC
レクト事務所にプリントして貰っておわけしたいと思います。
９月の出席率が ％で８月より少し悪くなりました。ただし１０月はすごく良いみたいです。72.06

地区大会の記事やニュースを金沢百万石ＲＣのホームページの石丸幹夫会報委員長：
トップページにのせることにしました。炭谷亮一ガバナーエレクトからの手紙や村田
祐一前会長のタバコの記事も出ています。又ご覧下さい。

月 日に氷見でのクラブ職業奉仕委員長会議では申東奎奉仕プロジェクト委員長：10 3
この奉仕は職業をおこして人を雇う。そしてお互いにみんながもり立ててやる事と認
識しました。その上でモラル向上や職場体験を若い人にして

、 。貰うことと 受けいれ先を沢山みつけて下さいとの事でした
あとは崎山ガバナ－と若松さんが同様なお話をしていました。

ニコニコＢＯＸ
¥11,530- ¥255,919-本年度累計

¥3,581,604-残高

谷さん、今日は宜しくお願い致します。宮永幹事藤間会長

本日、谷さん卓話よろしく。先日の打合せでの残金も入れ

ます。岩倉会員 、気功の話聞いたらやせますか？谷さん

杵屋会員 西村谷さんのお話楽しみにして居ります。

会員 藤間会谷様、久しぶりの卓話楽しみにしています。

登録料のおつりをニコボックスします。長・幹事

谷 伊津子 会員講話の時間
（ミュジックスタジオ・気功塾主宰）

「 気功について 」

点鐘解説記事は次号に記載します。

回579
（木）2010.2.20

5Fホテル日航

22/35 62.86%出席率
９月の出席率 ％72.06

年度クラブ例会予定 2010-2011
谷伊津子会員（ミュージックス10/14

タジオ・気功塾主宰）
「気功について」
《会場変更例会》 於：如来寺10/21
吉田昭生会員

「中国の美味しいおはなし」
（ ）10/28 三国栄様 石川県県民文化局長

クラブフォーラム ※理事役員会11/4
『 』2011-12 年度 地区大会について

山出保 金沢市長11/11
東京世田谷中央ＲＣ・金沢百万11/13

18:30石ＲＣ合同例会 開会点鐘
湯涌温泉 「湯の出旅館」

（ ）11/18 梁井 宏 様 やない ひろし
牛島 秀一様11/25
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石川県庁 展望ロビーにて第３回パイロット美術展が行われました。 ～9/26 10/3 19F

金沢百万石 が後援している障害者のためのクラブですが、現在の会長は金沂秀さんで美術展の実行委員長は斎RC
木妙子さん（藤間勘菊百万石 会長）です。RC

百万石ロータリークラブ賞の

詩集「私の詩集コレクション」
辻 小夜美さん

会員消息
北山吉明会員のコンサート

（日） 石川県立音楽堂交流ホールにて午後10/17
１時開演で行われました。

プログラム
Come on TAKARAMONOみやびなひと・ ・

遺言・ 胸の振り子・５月のバラ・ なごり雲・ほか

ピアノ 辻井克美

で行われました。

ホ テ ル 日 航 金 沢理 事 役 員 会 2010.1.14
【議 題】
１．東京世田谷中央ＲＣとの合同例会の予定・当日の流れ、人数の確認
１．地区大会 韓国からのお客様の対応：・予算はない・決議したこと お客様とのパ－ティに参加しない人は

２０００円 払ってもらう様に御願いする。韓国に訪問して参加しない人は５，０００円払ってもらう
３．来年の地区大会の役割分担 確認

・北山会員より、役割分担の説明
・宮永の担当の軽減を提案・・・だれか補助をつけることになる

４．ＰＥＴＳ 地区協の役割分担
・役割分担の確認
・会場の確保の現在の状況の確認
・当日の流れがまだ カバナー事務所で 決まっていない
・現在、相川事務局が地区大会の事務をしない という申し出あり、宮永が

ガバナー事務所の有田さん協力のもと 行っている
・金沢ＲＣの資料が来週月曜日に届くので、本会議を分けるかどうかなどの
プログラムの方向性が判明する・・・次回協議


