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2010.11.11山出保市長の講話

歴史都市金沢を世界にアッピールしたい そのた
めの街の充実に、いろんなアイデアでいっぱいの市長
さん。百万石 の会員は殆ど知り合いであって、家RC
族的雰囲気の中ご本人も楽しんでスピーチされまし
た。 （講話要旨 ３ペ－ジ）

Kanazawa Hyakumangoku
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点鐘
『それでこそロータリーソング

ロータリー』
四つのテスト

今日は先ず始めに先週会長挨拶：
は私の不用意な発言を致しまして
皆様不愉快な思いをされたと思い
ますのでお詫び申しあげます。本

。日は市長さんがおいでになります
卓話にいらしゃいますけれども、

出席なさった方はよくおわかりでしょうが、高崎ＲＣとの提携調印式の時やラオスの時に
は本当にお世話になりました。 本当あ友好提携には来ていただけないのですが、あの時
は大変盛り上がりました。ラオスの子供達にも心こもったおもてなしをしていただき、通訳のタイの学生さんです

バナーを購入してロータリー国際大会があるニューオーリンズの街頭にあが、とても喜んでいらっしゃいました。
なたのあなたの個人名やグループ名を出しません

。 をか？という話しです www.rotarycon2011.com
ご覧下さい。ご希望の方がありましたら是非相川
さんまで御願いします （ ページ参照 ）。 ）4

石丸夫人、村田夫人もいらっしゃいゲスト紹介：
ました。

なしビジター：

年 石丸幹夫 年 金沂秀皆出席の表彰：32 12
《 食 事 》

幹事・委員会報告
土曜日の は東京世田ヶ谷中央クラブとの合同例西村邦雄会長エレクト： 11/13

会です 「あらばしりの会」も致しますのでおいしいお酒も御願い致します。。

今月末までに地区大会の予算出してみたいと思竹田敬一郎地区大会担当委員：
います。

宮永満祐美幹事からです。電話応対コンクール全国大会で欠席魏賢任副幹事：
です。地区大会予算編成で竹田敬一郎さんから御願いがあるそうです。なお新湊

と金沢 の方での引継意見調整中です。新湊は （金）昼、金沢 はRC RC 1/28 RC
１月中洵です。実行委員の方お忙しいとは思いますが、

御願いします。

¥31,000- ¥332,919- ¥3,647,604-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

お寒い日が続きます。市長様、お忙しいのにようこそおいで下さいました。高崎・ラ藤間会長

オスでは大変お世話になりました。 山出市長様をお迎えして。先週は、旅行で欠席石丸会員

しました。本日は、家内も出てきました。 山出市長様、ようこそ百万石へ。お話楽木場会員

しみです。 山出市長様、もう一頑張りお願いします。 山出市長をお金 会員 北山会員

迎えして！ 先日の登山家栗城君の講演会に出席頂きました齋木会長・宮永幹事・村田先生、奥様

有難うございました。栗城君も大変喜んでいました。 山出市長様、今夜は百万石Ｒ炭谷会員

Ｃへようこそ。卓話楽しみにしています。 山出市長様、御苦労様です。健康にお気を付申会員

け益々のご活躍を申しあげます。 山出市長殿、ようこそ百万石へ。お話楽しみにして竹田会員

います。 山出様、応援しております。頑張ってください。 山出様、土田会員 西村会員

ようこそ。卓話楽しみにしてます。 山出市長様ようこそ。金沢市政のカジ取り御苦永原会員

労様でした。もう四年カジ取りお願いします。頑張ってください。 山出市長様よ水野会員

うこそおいで下さいました。 我が街に夢を与えてくださる市政に感謝致して吉田昭生会員

おります。 山出市長様、高崎ＲＣとの姉妹クラブ調印式では、ご臨席頂き有難うございました。本日の卓話宜村田会員

しくお願い致します （当時の会長） 本日四国に出張の為、お休みします。実行委員会なのに申し訳ありません。。 宮永幹事

近頃、地区大会のことで頭が一杯でですが、松山の風景を見ながら一息ついてきます。

（市長さんも来訪でニコボックスも沢山はいりました ）。

回583
（木）2010.11.11
ホテル日航 Ｆ3

20/35 57.14%出席率

９月の出席率 ％72.06
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「 金沢市の現状と未来 」 金沢市長 山出 保 様講話の時間

講師紹介： 昭和 生 金沢大学法文学部卒業 昭和 金沢市助役 平6.11.27 62
2.10.10 15.6 19.6 12.5.30成 より金沢市長に就任、平成 ～ 全国市長会会長。平成

日本建築学会文化賞受賞。平成 フランス共和国レジオン・ドヌール勲22.5.10
章を受章。

今金沢で走っているふらっとバス、あれはイタリアのボローニアで
初めて見た珍しいバスでした。膝のふれあうような小さいバスで、日本のコミュニ
ティバスの最初でありました。
「金沢市の現状報告」ですが、日本の県庁所在地でも人口が減っている中でまあ増
えています。ただ街中が減っています。金沢のお隣の市と町ですが、 人で金258,000
沢市 人ですから、周辺会わすと 万人です。金沢市の広域人口は政令都市44.4000 70

に匹敵する 万人です。70
新幹線は４年で間違いなくまいります。東京と金沢が２時間

３０分で結ばれます。周辺も含めて事情が結構かわります。例
えば空港はどうなりますか？

観光ですが 日本人と外国人総数が 人が金沢によって7605000
。 。 。います 外国人は に 人です 年 来ていますH21 91600 20 122000

２１世紀美術館は欧米の人が来てくれて温泉にはいったり買い
物をしてくれますが、韓国や中国の人はすっと帰る傾向にあり
ます。こんなあ事は能作さん主人も云われています。今年１月
に金沢市は歴史都市の免状をもらいました。大変有り難い事で
すが 電線を地中に入れるなど仕事も可成りあります。これを
援助してくれるという事は有り難い事です。

この金沢の歴史文化遺産については谷本さんと私でいろいろ
担当が決まっています。そこで金沢市担当ですぐやりたい事は
お寺が沢山ありますがみんな固まっています。こんな事は日本で
もここだけです。どうしても残していきたい。又昭和 年以前25
に作られた建物は旧市街に もあります。もう一度直して工6700
房や住まいにしたい。こうしますと畳や表具や、建具やの仕事が
増えるのです。ここで商売もして貰いたい。又学生の寮みたいな
ものもしてみたい。外国の人達がここに住んでみて貰いたい。こ
の可能性はあると思います。

ユネスコの創造都市ですが、
７つの分野の中、金沢はクラフ
トで登録しました。世界の登録
の の中の一つです。クラフト25
は金沢だけです。デザインの話
しも考えましたが 金沢には金箔、象嵌、友禅、刺繍、水引、焼き物、漆など手
仕事は沢山あります。
一昨年 月ユネスコに行きまして、御願いしました。10
その一つの金箔も本来の方法でないもので苦労して売り込んでいる現状です。や
はりそうしますと仏壇もありますが、金箔を室内のインテリアに使用したい。加
賀友禅の訪問着も着物を着ない今日ですので何とかしなければならんと思ってい
ます。着物でなくてカーテンはどうか？と言う事です。加工の技術を研究しなけ
ればなりません。これはヨーロッパの人には喜ばれるのではないのかと思います。

４年かけて新しいワイングラスをつくりました。私は何とか金沢の街を元気にしたいと言う事だけです。
、 。 、元もと金沢は繊維のまちですが 機械も頑張ります 津田齣さんや石川製作所が繊維の機械を作って来ましたが

繊維そのものが元気ありませんので、それに代わるものとして森本のテクノパーク工業団地は医療関連機器で横川
電気があります。金沢港岸壁の整理で小松製作所もきました。ここで 人の社員が働きフル操業しています。い500
ずれも世界的企業でこれが金沢市内の関連企業に与える影響は大きいものと思います。新幹線、港など金沢はもっ
と元気になるものと思います。ここで金沢という街が何となく世界に近くなったなあと思っています。

２１世紀美術館の設計者はノーベル賞を貰っていますが、その仕事を注文した人は「山出保」です。そしたら設
計者は感謝しまして、授賞式に市長さんも来て欲しいと云われニューヨークへ行きました。 人の世界的建築家400
が来てまして、スピーチの中に金沢市長がでてきました。何でノーベル賞か云いますと今までの常識を破っていま
す。この間ルーブル美術館のオペレーターと共同で企画展をひらきました。このように我々は県庁の上をひょっと
すると文化庁の上を走っているのかも知れません。私自信はそれらの知識がある訳ではありませんが、アジテータ
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ーが仕事であると思っています。
金沢を世界にアッピールした人は二人います。高峰譲吉と鈴木大拙です。この鈴木大

拙の館を作りたい。この方のお墓が野田山にあり、私は毎年お参りしています。鈴木大
拙生誕の地が本多町にあります。そのゆかりの地の近くに記念館を作ります。百万石Ｒ
Ｃも一度来てみて下さい。世界から思想家や仏教家が来ると思います。この２１世紀美
術館と鈴木大拙記念館で世界に通用する館が出来たと思います。
金沢市は伝統を大切にしたいが、これだけでは駄目です。多様な街であって欲しい。

市役所の仕事は火葬場、焼却炉、埋め立て場が基本ですが、これに市の発展を考えなえ
点鐘ばなりません。

炭谷 亮一第１４回 ガバナーエレクトからの手紙

「世界の無料の美術館」
絵画鑑賞は私の趣味の一つです．実はコレクションの趣味もありますが、そちらの方は資金

不足で非常に不満足なコレクションしかできません。
さて世界の美術館と言えば、パリのルーヴル、ニューヨークのメトロポリタン、そしてサンク

トペテルブルグのエルミタージュ。これらが世界の三大美術館と言われています。ベルリンの壁
の崩壊以前にエルミタージュ美術館へ個人旅行で訪れるのは、かなり困難でした。私はベルリン
の壁が崩壊した直後に、チャンスだと思い、翌年喜び勇んで友人と二人でサンクトペテルブルク
へ行きました その当時はタクシーもなくて 現地でマフィアの連中に お前はどこのホテルだ？。 、 「
それではあの車に乗れ」と言われ、おそるおそる友人と二人で乗りたものでした。運転手は英語
が話せたので、ほっとして、翌日もこのタクシーをチャーターして、エルミタージュ美術館や市

内を観光しました。エルミタージュ美術館の入場券は新聞紙のような紙質で、経済の疲弊を想像できました。
エルミタージュ美術館は、さすが世界の三大美術館と言われるだけあって、レオナルド・ダ・ピンチの作品が一

点ありました（ニューヨークのメトロポリタン美術館には一点もありません 。しかし当時、サンクトペテルブル）
グは街全体がセピア色で、戦後すぐの日本のドヤ帯のようでした。道も泥だらけのデコポコで、車の天井にずいぶ
ん頭を擦りました。

ところで、世界中いずれの美術館も日本円にしてだいたい 千～ 千円くらいの入場料を払わなくてはなりませ1 2
ん。しかし私の知る限りでは、大きな美術館で内容も素晴らしい美術館で、入場料無料のところが 館あります。2
ご存知の方もあると思いますが、ワシントン ． ．のナショナルギャラリーとロンドンのナショナルギャラリーD C
で、両方ともレオナルド・ダ・ピンチの作品を一点ずつ所有しており、現にワシントン ・ ・のナショナルギャD C
ラリーは、一日では全て鑑賞できない程の大美術館です。これが無料だと思うと、凄いと思わざるをえません。ま
さにアメリカの底力を見せつけられる思いです（メロン財閥が多くの美術品を寄贈し、その上に維持・管理費まで
出しているそうです 。）

２０１０．１１．１１８「タバコの真実」その１４
妊婦さんがタバコを吸うと胎児に様々な悪影響を与えることが知られています。発育不良、知能

、 。 、 。 、の低下 様々な奇形の増加 成長に従いキレやすい性格 各種の学習障害の増加等々です また
超音波で胎児を観察すると、妊婦がタバコを吸う度に胎児は息を止めるのが観察されます。

では妊婦だけ吸わなければ良いのでしょうか？忘れがちなのが妊婦さんの近くで喫煙すると
妊婦さんを通じて胎児にも間接喫煙の害が及びます。沢山ある害の つに胎児期に間接喫煙した1
男児は成人した時に暴力犯罪を起こす確率が高くなると報告されています。１日 本以上で約２20
倍も多くなるそうです。妊娠中に２０本タバコを吸っていた妊婦と吸わなかった妊婦から生まれ

た子供を比べると知能指数が平均約６ポイントも差がつきます。わが子の健やか発育、発達を願わない親はいない
と思います。妊娠を機会に家族みんなで分煙を徹底して欲しい。できれば皆で禁煙すると良いですね。タバコ代も
ばかにならないですよ。１日４００円、一か月に一万二千円。年間１４万４千円、使わずに済んだタバコ代で楽し
く旅行や外食ができますよロータリー財団や米山奨学金に寄付できますよ。健康体になって社会奉仕ができるなん
て素敵ですね。

年 国際大会（ 月 日～ 日）へどうぞ011 RI 5 21 25
米国ルイジアナ州、ニューオーリンズ あなたのクラブや名前に
の入ったバナーを市内に飾りませんか？

早期登録により割引料金でお申込みいただけ、最良の宿泊施設を
ご予約いただけます。国際大会で楽しい分かち合いのときをお過ご
しください。 月 日：割引料金（ ドル）でお申し込みいただ2 15 300
ける最終日です。この日を過ぎると、大会登録料は ドルとなり340
ます。 月 日：割引料金（ ドル）でお申し込みいただける最3 31 340
終日です。この日を過ぎると、大会登録料は ドルとなります。380
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点鐘
１．ロータリーソング

『われら日本のロータリアンの歌』
ソングリーダー：松島美知子会員
季節の歌『紅葉（もみじ 』）
東京世田谷中央ＲＣ会長

挨拶 太田恒久会長
金沢百万石ＲＣ会長

挨拶 藤間勘菊会長

両クラブの
活動報告

・東京世田谷中央ＲＣ 原川久司幹事
・金沢百万石ＲＣ 宮永満祐美幹事

回584
（土）2010.11.13

湯涌温泉 湯ので

16/35 45.71%出席率
東京世田ヶ谷中央・金沢百万石合同例会

点鐘の世田ヶ谷中央
太田恒久会長
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－－－－－－－－－ 《懇親会》－－－－－－－－－－

開 会 挨 拶 乾 杯 村田会員の笛１． ２．村田祐一直前会長 今井邦靖実行委員長
～～～ 会 食 ～～～

¥80,000-３． ニコニコボックス 二木秀樹ニコニコ委員長
楽しく過ごしましょう。本日はお世話になります。( 万） 世田谷中央の皆様、ようこ東京世田谷中央ＲＣ 藤間会長5

世田谷中央の皆様ようこそそおいで下さいました。楽しい一時をお過ごし下さいませ （ 万）。 1 宮永幹事

お越し下さいました。 世田谷中央ＲＣの皆様、お久し振りです。ようこそ金沢へ。 世岩倉会員 杵屋会員

、 。 、 。田谷中央ＲＣの皆様 ようこそお越し下さいました 東京では 本当にたのしい一時を有難うございました

今夜は、金沢の美味しいものをたくさん召し上がってください。 世田谷中央ＲＣの皆様、ようこ木場会員

木村会員 金そ金沢へ。 本日にふさわしい秋の紅葉の季節となりました。ようこそ、ようこそ金沢へ。

会員 竹田会世田谷中央ＲＣの皆様、ようこそ。金沢の夜を楽しんで下さい。ゴルフの下手なキムです。

員 西村会員世田谷中央ＲＣの皆様、お久し振りです。ようこそ金沢へ。思い出に残る一夜にしましょう。

、 。 。 、 。世田谷中央ＲＣの皆様 ようこそ 昨年の合同例会とてもお世話になりました 今夜は 楽しんで下さい

珍しいお酒を用意しています。 世田谷中央の皆様、ようこそ金沢へ。楽しんで下さい。 世田谷中央Ｒ炭谷会員 水野会員

Ｃの皆様、ようこそ。 東京世村田会員

田谷中央ＲＣの皆様、お久し振りです。

昨年は大変お世話になりました。今夜は

大いに語り合い、楽しい金沢の思い出に

して下さい 「あらばしりの会」と兼ね。

ていますので美味しいお酒も沢山あると

思います。 世田谷中央Ｒ吉田昭生会員

Ｃの皆さん、金沢の奥座敷、湯涌温泉に

おいで頂き有難うございます。金沢の一

夜を堪能して下さい。

西村邦雄会長エレクト 近藤禎夫会員５．閉会挨拶 ６．万歳三唱
点鐘

は江戸村見学と金城楼で昼食し、大樋美術館訪問11/12

大樋美術館館長の大樋長左衛門（芸術院会員）氏 の懇
切な説明を受けてから、お茶をいただく

江戸村見学

金城楼にて昼食


