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（平成 年９）は金沢市にて音楽堂中心でおこなはれます。地区内は勿論外からも多くの御参加をと呼2011 23
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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

これから寒くなりますが、会長挨拶：
。インフルエンザの予防接種をして下さい

沢山ドクターもいらっしゃいますので。
また百万円ちかくするそうですが、そん
なワインのお話にあやかって私達もそれ

ぞれの家庭で子孫に伝えていくという事があります。
。 。 。今日は卓話に三国栄様をお迎えしています よろしく御願い致します それから山本重則様は県民交流課の方です

ゲスト紹介（卓話者） 三国 栄 様（石川県県民文化局長）山本 重則 様 （県民交流課
企画管理グループリーダー ）
ビジター：越田和好様（金沢北 、小幡謙二様（金沢香林坊））

①百万石クラブが表彰される幹事・委員会報告 ： 宮永満祐美幹事：
、 。のは毎年 ドル／人 到達クラブであり 石丸会員は 年在籍で ％出席です100 30 100

②地区大会の登録料の件ですが、みなさんの意見をお聞き
、 、 。 、したいので 本日はこの後 理事役員会をします 急ですが

例会後ここに残ってください。その他の方もご意見あれば残
ってお願いいたします。

①その後来年の地区大会の第一回役員会を致します。私も
ようやく書類の整理ができました。もう１０月ですが、金沢
ＲＣさんは何ともう２月にスタートしていました。

世田谷中央ＲＣとの合同例会は「あらば西村邦夫エレクト：
しりの会」も当日やりますので、お酒お願いいたします。こ
の点、すでに小倉さんからいただいているのですが、おいしいお酒を是非お願いします。

《 食事 》
¥21,000- ¥290,919- ¥3,616,604-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

久しぶりにホームに帰った感じです。いつも有難うございます。来月三日に石香林坊ＲＣ小幡謙二様

川インドネシア友好協会でデビイ夫人をお呼びしています。記念講演会をニューグランドホテルで行いま

す。百万石の皆さん良ければご招待します。 三国様、お忙しいのにようこそ。卓話楽しみに藤間会長

致しております。宜しくお願い致します。 三国様をお迎えして。 岩倉会員 三国様、本日宮永幹事

の卓話宜しくお願いします。 長いロードでした。これから少し例会に出れると思います。でも金会員

皆出席です。

三国様の素敵なお話を楽しみにしています。 皆さんこんばんは。吉田先生、先週の北山会員 魏会員

例会も大変お世話になり有難うございます。三国局長様、本日のお話を宜しくお願い致します。心よりお

楽しみにしております。 三国様今夜の卓話楽しみにしております。 東海林様 三国様、ようこそ。お話楽炭谷Ｇエレクト

しみにしております。 石川県民文化局長三国様ようこそいらっしゃいました。 三国様、卓話楽しみに土田会員 西村会員

しています。

「石川の伝統文化と観光振興～北陸新幹線金沢開業を控えて～」講話の時間
三国 栄 様（石川県民文化局長）

魏 賢任 石川県県民文化局長の三国栄様です。昭和 年生で、昭和 年 月 日 石川県入紹介 25 48 4 1
庁 平成 年 月 日 総務部地方課広域行政推進室長 平成 年 月 日 観光交流局交流政策課長13 4 1 17 4 1

18 4 11 19 4平成 年 月 日 観光交流局次長兼観光交流局交流政策課長 平成 年

1 20 4 1 22 4月 日 観光交流局次長 平成 年 月 日 観光交流局長 平成 年

月 日 県民文化局長をなさっています。6

本年４月５日まで石川県観光交流局にいましたので 「石川の伝統文化と観光シ講話 、
ンボル－北陸新幹線開業をひかえて」のテーマでお話致します。
私は姓は三国ですが。輪島の人間で時国というところです。昭和 年 月に改姓して25 4

おります。集落はもともと皆上野姓でした。戦後の郵便事業が紛らわしいということで
そう言うことになりました。
先般、佐賀県に行き、県立博物館までタクシーにのりました。運転手に「金沢市からき
ました 」といいますと「ああ、裏日本ですか」と云う返事がありました。いや石川、富。

山、新潟ですから表です。という話をずっとしていました。昔の石川県は人口が日本一で、明治１４年までは石川
1,856,000 979,000 1,300,000県は富山 石川 福井を含んでいましたので 人口 人でして 当時は東京は 人 愛知県は、 、 、 、 、

回581
（木）2010.10.28
ホテル日航５Ｆ

21/35 60.00%出席率
９月の出席率 ％72.06
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人、大阪が 人、京都が 人で、それらより多かったわけです。明治１５年に福井県がわかれ、１７580,000 830,000
年に富山県がわかれました。都市レベルですと金沢は 人東京97,000
は 万以上でした。大阪、京都、名古屋も 万とか 万人の時100 20 30
がありました。

100ではいつから裏日本といわれるようになったか？といいますと約
年前でして、明治 年 年あたりではないかと思います。日本41 1908
の工業化が進みましたが、日本には植民地がなく労働力は太平洋側
にあつまりました。はじめは４大工業地帯の京浜、中京などとは北
陸は人口的にそんなに違いはなかったのですが、平成 年には４大21

48,00 2,100 10工業地帯が 万人京浜だけで 万人です。なんと京浜は
倍にもなっています。しかし北陸は 年前と殆ど変わっていませ100
ん。ほんの百年です。ＮＨＫも 年代から裏日本という言葉は使1960
いません。日本海側という地理的呼称を使っています。

北陸新幹線の整備が４年後に迫っていますが、これが出来ますと約２時間半で首都圏と金沢が結ばれます。３大
都市圏からの 万人の誘客を目指そうと云うことです。現在は首都圏から 万人、関西から 万人、中京1000 230 270
圏から 万人です。背後人口見ますと中京圏が 万人、関西圏が 万人、首都圏が 万人です。新幹200 1500 2000 4,100
線が完成しますと中京も関西も首都圏も２時間半になります。そうしますと仮に首都圏がこの割合で増えますと、

万人が増加することになります。300
そして県の各部署が「北陸新幹線開業に向けたステッ
プ２１アクションプラン」に基づいて誘客をしていく
ことになっています。１ オモテナシ ２ 食文化
３ 歴史と景観を生かす 石川県は外部のお客さん
に優しい県であると言われますが、それは一部だとい
う人もいます。ある温泉協会の会長さんは「金沢に人
間は取っつきにくい」ともいわれました。京都は素晴
らしい料理人はいますが、魚がない。ところが金沢に
は料理人もいるし、素材も新鮮です。こういうところ
は全国に滅多にないのです。

伝統工芸はこの度２名が人間国宝になられました。
数字から云うと石川県は２番目です。京都が１１名で
石川と東京が９名です。まさに料理と伝統工芸の魅力

。 「 」ある土地です 食文化の魅力の一つの ルビーロマン
県農業総合研究センターであしかけ１４年間かけて出来たものです。出荷してから３年目になりますが、最初は一
房１０万円しました。２年目が２１万円、３年目が２０万円でした。そしてまた加賀野菜では源助大根、きんじそ

。 、 「 」 。うが県の戦略作物です 来年は熊本にネンリンピックがありますが 石川県のお弁当は きんじそう を使います
そして歴史景観をいかした兼六園、森の文化、金沢城公園の整備、石川門と河北門など整備されています。
石川県への外国人の宿泊は平成１５年で 人で５年間で１５万人にという構想を立てました。 そして平成48,000

１９年に１６万人になりました。更に平成２６年では新幹線が開業では５０万人構想を立てています。平成２０年
では一番多いのは台湾の方で９万人、韓国が 人、中国は 人、米国は横ばいで、欧州が着実に増えて21,000 66,800
います。平成２０年に金沢駅と兼六園で個人客中心にアンケートをしました。７５０人が解答され、多いのは旅行
大国といわれるドイツ、アメリカ、フランスでなくて７５０人の回答者の中１５０人がスペインの方でした。２位
がフランスで８０人でした。３位はイタリアで７０人、４位が台湾でした。平成１９年？にスペイン国営放送が連
続日本特集をしました。エールフランスとスペイン航空が成田経由の格安チケットをだしました。それが原因で全
国区平均でみますと石川県は多いです。どうもイタリアやスペインの客にはシーフードが原因らしいです。
しいの木迎賓館が４月１０日に開かれましたが、以来６８万人で
す。第四高等学校記念館が４月ににオープンしました。県立美術
館はリニュアル前は２４万人が４７万人になりました。辻口さん
がはいった事などいろいろあります。歴史博物館は平成２６年度
にリニュアル致します。

又山代温泉と魯山人。能登は七尾美術館で長谷川等伯の作品を
配備上で放映しています。
そして「じんべいざめ」が近くで捕まりましたので能登島水族に
いて日本で４番目です。

伝統工芸の継承、県内の子供に古典芸能の機会を提供する。創
造性をはぐくむ。また新しい文化もまた、金沢市とも協力しまし
て、３年前からラフォルジュルネかなざわを開催しています 「熱。
狂の日」の意味らしいのですが、一流の演奏をはしごして楽しん
でもらうと言う主旨です。県コンサートホール、邦楽ホール中心

点鐘に行われます。今年は１０万人を越えました。

クラブ例会予定

年度2010-2011
《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」
三国栄様（石川県県民文化局長）10/28
クラブフォーラム ※理事役員会11/4

『 年度 地区大会について』2011-12
山出保 金沢市長11/11
東京世田谷中央ＲＣ・金沢百万石ＲＣ11/13

18:30合同例会 開会点鐘
湯涌温泉 「湯の出旅館」

梁井 宏 様（やない ひろし）11/18
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炭谷 亮一第１２回 ガバナーエレクトからの手紙
「品格なきたくましき経営」

先日東京の澁谷で、大学時代の友人３人と深夜まで飲みました。３軒目のバーに入ったのが１
１時を少し回った所でした。午前１時に「お客さんカンバンです」と言われたので、お金を精
算して皆で帰ろうとしていると、店主が「実はお客さん、この後経営者が交代し、店名も変え
て朝まで経営します。どうかもう少しいてやって下さい 」と頼まれ、また席に着くとどこから。
ともなく違う店主とホステスが現れて、営業を始めました。

興味があってどうなっているのか尋ねると 「こんなご時世ですから店の経営も楽ではな、
い、ならば深夜１時から他の人に店をリースして、現金収入を得ようと考えた」と言う。なん
ともたくましい経営に驚きました。

元請けとなる貸し主は、自分で買い揃えた備品も含めて店を丸ごと時間貸しして、資金回収を図ります。その代
金は別の店主から１日１万円、月に２５日貸すと２５万円収入が得られます。この元請けから店を時間借りするヤ
ドカリ店主は、初期投資が一切不要で、ノーリスクで店を経営できます。双方にメリットのある合理的なシステム
です。

半ば呆れかえったり、感心したりしながら、朝の４時まで友人達と飲み明かしました。

「タバコの真実」その１０
「タバコの真実」その１２ ２０１０．１１．４

「金かけて シミ しわ 白髪 やがて癌」

前回はタバコを吸ってもおいしく感じなくする薬の話でした。禁煙するにはニコチン依存と心理
。 。依存の つの依存症を克服する必要があります 今回はタバコの心理的依存症について話します2

口寂しいからタバコについ手がいく方、赤ちゃんのおしゃぶりに似ています。目覚めの一服、食
後の一服、暇を持て余す、仕事の区切り、間が持たない。など喫煙が生活の一部になっています。

生活習慣を見直すことが大切です。口さみしさを上手にしのぐ為、タバコが欲しくなったら、干し昆布、ガムなど
を噛む。ガムは虫歯予防を兼ねてキシリトール入りがベター。暇を持て余す方には毎日、無理なくできる散歩や運
動を続ける。運動は今までタバコで荒れていた胃が、本来の健康状態に戻り食欲が増進し、体重増加する事の予防
にもなります。目覚めの一服の代わりに顔を洗い、軽く体操をする。食後の一服の代わりに歯を磨く。食後できる
だけ早く歯を磨くと歯周病の予防にもなります。仕事の区切りには軽い体操をする。肩凝りの予防にもなります。
禁煙とこれらの生活習慣の見直しによりどんどん健康体になります。タバコを吸っていた時の朝の不快な吐き気、
咳込みが無くなっていきます。タバコの害について自分なりのイメージを持ち、禁煙してよかったことを考えると
禁煙がより強固なものになります。仲間に禁煙を呼びかけお互いに励まし合うのも良いことです。しかし、あまり
深く思いこまないで、一度でうまくいかなくとも、楽な気持でなんどでも禁煙宣言するのが良いですよ。

韓国 地区より地区大会に3710
月 、 日10 29 30

向かって右から（多田利明会員から）

金明洙 ガバナー特別代表
キム ミョンス（南光州 ）RC

朴南洙 ガバナー ( )2010-2011
パク ナムス （光州念珠 )RC

呉贊教 ガバナーノミニー
オ チャンギョ（南光州 ）RC

朴天学 地区友情交換委員長
パク チョナ （南光州 ）の皆様RC


