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謹 賀 新 年 平成２３年正月

Kanazawa Hyakumangoku
碧い大気

青い海 蒼い大地 KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0589 1.20 201112

金沢百万石．

2011.1.3 珍しく晴れて尾山神社には多くの参拝者が

兼六園雪景

2011.1.3 霞が池と雪づり風景

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

前会長 村田祐一 会計：竹田敬一郎 SAA：永原源八郎

（理事）クラブ管理運営委員長：水野陽子 副：二木秀樹（親睦：上杉輝子 プログラム：魏 賢任

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：吉田昭生

副：魏 賢任（職業：申 申奎 社会：野城 勲 国際：木村幸生 ﾗｵｽ IT ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）
会員組織委員長：金沂秀 副：杵屋喜三以満 （会員増強：金沂秀）

ロータリー財団委員長：木場紀子 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）

広報委員会委員長：多田利明 副：北山吉明・土田初子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：土田初子

会報：石丸幹夫) PETS・地区協議会実行委員長：北山吉明 副：多田利明、宮永満祐美、井口千夏

理事： 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-1111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 相川晶代

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日

撮影 村田会員 撮影 石丸会員

撮影 村田会員 撮影 石丸会員
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金沢 8RC 新年合同例会 点鐘
君が代 奉仕の理想

会長挨拶：西田泰明金沢香林坊 RC 会長 揃いのハ

ッピーで Happy new year と申しあげます。社会

は厳しく、就職難や日本のの人口の減少です。そし

て 1/7 の子供は貧困です。子供が幸福になって欲し

いと思います。景気が回復して皆様と共に良い方向

に行ってほしいです。

ポリオ撲滅のイルミネーション石川門
の石垣に’’

炭谷ガバナーエレクトが説明、

要旨 日本初 国際ロータリー創立記念日

の 2 月 23 日夜，金沢城、石川門周辺の石垣に

巨大なイルミネーションを投影する。国際ロ

ータリーが推進する世界的運動に呼応するも

ので、日本では初めての試み。

プロジェクター 2 台で「ポリオを根絶しよう」の文字と、国際ロータリーのロゴなどを

石垣に写しだす。

この運動は世界の名だたる観光スポット、歴史的建造物に

「EndPolioNow」（今こそポリオを撲滅しよう）とのイルミネー

ションを投影し、人々の協力を呼びかけるのが目的。すでにア

ジアでは、シドニーのオペラハウス、マニラのカテードラル、

ヨーロッパではローマのコロツシウム、ロンドンの国会議事堂、

スペインのサンチアゴ大聖堂、エジプトでは何とピラミッドに

までこの標語が投影された。

ところが残念なことに、日本では、予算面や、地区の協力体

制の関係で、これを実施したところがなく、ここ数年懸案の事

項になっていた。

しかし、今回、国際ロータリー 2610 地区のガバナー経験者

が熱心に働きかけたことや国内の広報担当者の努力で、次期ガバ

ナー（2011 － 2012，炭谷亮一氏）を出すことになっている金沢百万石ロータリークラブブに白羽の矢が立った。

そこで、当クラブとしては昨秋から話し合いをし、金沢市の歴史、伝統の象徴である金沢城を投影場所に選び、

事業費の一部（5000 ドル）を負担する国際ロータリー本部の承認を得、城を管理する石川県からも事業の後援を頂

くことになった。

当日は、簡単にセレモニーを行う予定。この事業が、ポリオ撲滅のためだけではなく、金沢市の観光振興の一助

にでもなればと念願している。金沢百万石ロータリークラブが設置

（担当クラブ：金沢百万石ＲＣ 会長 藤間 勘菊）

手にてつないで
閉会挨拶：佐藤満夫ガバナー補佐 若松ガバナー補佐 点 鐘

590 回 当番金沢香林坊 RC

金沢 8RC 新年合同例会

2011.1.11（火）17:00
エクセル東急

出席率 24/35 68.57%

シドニーのオペラハウスのライトアップ例
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点鐘 国歌斉唱 君が代
ソング 『 Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ 』

四つのテスト

会長挨拶： 新年のホテル日航での

初めての例会でございます。今日は新

聞では伊達直人現象とでも言いましょ

うか？ 500 何件かかあったそうです。

明るい話しですが、いいことか、世間

が悪かったせいか判断にくるしみま

す。それから新聞には「ポリオ撲滅の

事は私たちのクラブの記事として出して貰っていますが、同じ場所にアメリカ出の心臓移植を

受けられる方の記事がでたり、夕張市の市長さんが今度市会議員に出られるとか、不思議な記事がいっぱいでてい

ました。私たちの大きなイベントの一つはポリオ撲滅の記事でございます。炭谷亮一ガバナーがでられると言う事

で中川パストガバナーが一生懸命に力を入れてくださいますのでよりしくお願い致します。

ゲスト：李暁燕様

お誕生日お祝い： 1/2 二木秀樹 1/7 石丸幹夫 1/31 谷伊津子

皆出席：32 年 2 ヶ月石丸幹夫 12 年 4 ヶ月谷伊津子 12 年 2 ヶ月金沂秀 8 年 6 ヶ月西村邦雄 8 年 3 ヶ月村

田祐一 4 年 4 ヶ月藤間勘菊 3 年 8 ヶ月多田利明 3 年 7 ヶ月炭谷亮一 3 年 5 ヶ月宮永満祐美 9 ヶ月木

場紀子 9 ヶ月吉田昭生 ７ヶ月岩倉舟伊智 7 ヶ月申東奎

6 ヶ月北山吉明 3 ヶ月土田初子 6 ヶ月二木秀樹

ニコニコＢＯＸ ¥17,500- 本年度累計 ¥519,919- 残高¥3,007,016-
藤間会長 新しい年を迎えて、今年も宜しくお願い申し上げます。中川パストガバナーのお力添えに

より大きなイベントが突然私達のクラブにお話がありお引き受け致すことになりました。ニコボックス

の内７００円はお城へ下見に行ったときのお茶代の残りです。 宮永幹事 本年もよろしくお願い致し

ます。 炭谷Ｇエレクト １月１６日から一週間サンディエゴでの国際会議に行って来ます。来週の例

会は失礼します。 石丸会員 新年おめでとうございます。いろいろ忙しい年ですが、楽しくやりまし

ょう。 岩倉会員 新年明けましておめでとうございます。リ・ギョウエンさんようこそ。 木場会員

李暁燕さんようこそ。中国へ帰られてご家族と過ごされて良かったですね 。二木会員 皆様、明け

ましておめでとう。今年もよろしく。 上杉会員 おめでとうございます。明るい年にしたいです。リ

ギョウエンさん、ようこそいらっしゃいませ。お話楽しみにしています。 多田会員 今年もよろしく

お願いします。

幹事・委員会報告
宮永満祐美幹事：皆さん今晩は 来週ですが、通常の例会です。場所は招龍亭です。ただアルコ

ールを飲まれる方は負担して下さい。1/20 予定の決起大会は 2/3 です。1/27 は休会です。

李暁燕様：挨拶 急に言われまして何を言ってかわかりませんが、ちょっとだけと言うことでし

たので、実は冬休みに子供立ちに会いたくて、帰国してきましたが、昨日のフライトで大連空港

で魏先生にお会いしました。「ご縁がありますね！」と大きな声で挨拶しました。荷物が重量オーバーしたので魏

591 回

2011.1.13（木）19:00
ホテル日航金沢 5F

出席率 18/35 50.00 ％

10 月の出席率 77.21 ％

新年例会後の懇親二次会（東山みずほ にて）
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先生に助けていただきました。いつも富山空港におりて友達に迎えに来て貰うのですが、今回は初

めて自分のボロボロぼ車で高速道路を走って空港にいきました。大雪でしたので、久しぶりに雪を

見るといやと言うよりロマンチックだなとぼーとしながら運転しました。富山空港から能美市の山

の上の森の中の大学院に行く途中はいつも淋しかったのですが、今回だけは非常に暖かい気がして

戻ってきました。また今日も例会があるし、他の奨学生から聞いていたのですが、来月もいろいろ

イベントもあるみたいですから先生方に会えるのがとても楽しみにしていました。本音です。９月

に終了出来るように頑張ります。９月後もどうぞよろしくお願いします。

ポリオプラス 金沢城ライトアップについて
宮永満祐美幹事：年末は簡単に考えていたのですがいざやろうとすると 結構いろんな事が出てまいりました。先

ず炭谷亮一ガバナーエレクトからお話をしていただいて、細かい手順を私の方から

話しさせていただきます。

いきさつについて
炭谷亮一ガバナーエレクト：皆さん今晩は！先日は金沢８ RC 新年会で申し上げた様なもの

ですが、中川パストガバナーが以前からおっしゃっていたのです。「何でロータリーをもっ

と宣伝しないのか？たまたま巴里やエジプトのポリオライトアップを見て、いきり立ち、何

故日本でやらないのか？とロータリー本部に言ったわけです。まあ ねじこんだのですね。

可成りの説得力でやりましたので「費用を出しましょう」と言うことになりました。

で実の所、中川さんは私のガバナー就任祝いとして「其の費用」を下さったわけですが、其

の心はわかりません。ただ中川さんは私の兄貴だと思ってこのところずーと付き合っていま

す。そしてうちののクラブなら出来ると思って行動されたのだと思います。実際、藤間勘菊

会長も宮永満祐美幹事さんも北山吉明先生も関係者一生懸命になられ、うまくいくと思いま

す。 ただ石川門は今工事中で足場の所に放映出来ません。足場をはずすには何百万円と

かかると思いますで困っていますが、何とか場所を代えてうまくいきそうです。

また私の年度では広報の事業費も取りましたから、桜の頃にももう一回やろうかなと思っています。又皆様、ご協

力の程お願い致します。

宮永満祐美幹事：

パンフレットにありますように、RI 本部に聞いたら この事業は日本で初めてと

の事です。「金沢キャッスル」でやるようにと言うＲＩの意向です。そこで、会長

とわたしは半日かけて石川県の何カ所かをまわり、兼六園事務所もまわり、後援を

とりつけました。更に金沢市の後援もとりつけましたが、知事さんや市長さんも来

られるのに私たちクラブ会員２０名の出席でいいか？となりまして、金沢市８ＲＣ

の皆さんに出席して貰う話になりました。

さて二枚目の企画書ですが、日本初「ポリオ撲滅イルミネーション IN 金沢城」

日程 企画です。

日時：２月２３日 pm6:00 受付開始 pm6:30 セレモニー：金沢城河北門２階

pm7:00 ～ 8:00 投影：END POLIO NOW の文字 その日本語 金沢城菱櫓

主催：金沢百万石ロータリークラブ

後援：石川県 金沢市 石川県医師会

協力：金沢、金沢東、金沢西、金沢南、金沢北、金沢香林坊、金沢みなと各ロータリークラブ

設営：金沢舞台 TEL076-266-0246 FAX076-266-0237
主旨目的：石川県民の皆様に世界のポリオ撲滅活動の重要性と国際ロータリーの活動と全世界に金沢城を PR する。

※世界ではエジプトのピラミット、イタリアのコロシアム、オーストラリアのオペラハウスなどにイルミネーションしている。

百万石クラブ会員の役割分担

受けつけ（相川晶代他３～４人）、公園内での案内（３～４人）、セレモニー司会（１人）、来賓お迎え（２～３人）、

片づけ確認係（２～３名）、人がいない事の確認責任者（１名）、 マスコミ対応（岩倉舟伊智、吉田昭生） カメ

ラマン手配（炭谷亮一、吉田昭生）、金沢市長や知事への以来（宮永満祐美）、チラシ作成（宮永満祐美、野城勲）、

ポリオ撲滅イルミネーションタイムスケジュール 係の会員は午後５時集合

２月２２日（火）リハーサル 14:00 舞台・照明・音響器機搬入 17:00 映写テスト リハーサル

２月２３日（水)17:00 主催者、関係者、スタッフ集合 17:30 リハーサル 18:00 受付開始

18:30 セレモニー開始 挨拶 藤間勘菊会長 パストガバナー 後援団体 炭谷亮一ガバナーエレクト ポリ

オ活動の写真映写 19:00 篠笛演奏 藤舎真衣 END POLIO NOW の文字 その日本語 金沢城菱櫓に投影

20:00 撤収開始 片付け スタッフ解散

この写真コンテストも予定



- 5 -

ロータりーの友編集の二神さんへの書類提出（二神さんは参加する 宮永満祐美） 金沢Ｃ幹事会での協力出席依

頼（宮永満祐美）、写真コンテススト実行（吉田昭生）

その他（）

点鐘

「タバコの真実」その２０ ２０１１．１．２０．

「禁煙」と言われる内は愛がある

禁煙外来を始めるにあたり一酸化炭素濃度測定器具が必要になり購入しました。タバコは不完全燃

焼をするので、一酸化炭素を同時に吸入します。呼気中の一酸化炭素の量からタバコの吸入量を間

接的には計る器具です。往診に行くある家庭では常にヤニ臭いので、ある時、タバコを吸わない主

婦の一酸化炭素を測定しました。なんと中程度の喫煙者と同等の測定値を得ました。家族の間接喫

煙の典型です。この結果をご主人に提示したところ夫婦げんかに発展してしまいました。(；一_一)

しかし、その後数ヶ月後にご主人は禁煙に成功しました。雨降って地固まる。（*^_^*）話した甲

斐がありました。

スコットランドで２００６年に施行された公共の場での禁煙法により、重度の小児ぜんそく発作数が年間１８％も

減少しました。禁煙法に批判的な人達は公共の場で吸えなくなると家庭で

吸う機会が増えて子供達のリスクが増えるだろうと予想しましたが、みご

とに外れました。間接喫煙の害に我が子まで巻き込まないでおこうという

親の意識が働いたのでしょう。同時にバーで働く人の呼吸障害も減少しま

した。

ＩＭ（都市連合会）開催のご案内
第２６１０地区石川第一分区ＩＭ（都市連合会）が、白山ロータリークラ

ブをホストとして、下記のとおり１３ＲＣの合同例会として開催されます。

なお、当日のご出席にかかわらず全員登録となっております

１．日 時 ２０１１年２月２０日（日） 登録受付 １１：

３０

【お食事を用意いたしております。開会点鐘までに、

会場にてお済ませください。】

例 会 開会点鐘 １３：００ 白

山ＲＣ ＳＡＡ 瀬尾 明美

北陸中日新聞 2011.1.12（水）より

クラブ例会予定
2010-2011 年度

1/6 休会

1/11（火）17:00 エクセル東急

金沢 8RC 新年例会

1/13 ポリオプラス（金沢城ライ

トアップについて）

1/20 招龍亭

1/27 休会

2/3 招龍亭地区大会（決起集会）

2/10 村田祐一前会長

姉妹クラブ情報

5/17（火昼）世田谷中央 15 周年

五十間長屋

菱 櫓

河北門

pm6:30 セレモニー：金沢城河北門２階 pm7:00 ～ 8:00 投影金沢城菱櫓
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例 会

閉会点鐘 １３：２０

会 議 基調講演 ⑴ １３：３０

基調講演 ⑵ １４：０５

パネルディスカッション １４：５０

閉 会 １６：３０

※２４日（木）の例会は振替の休会と致します。

２．場 所 石川県地場産業振興センター 大ホール

金沢市鞍月 2 丁目 1 番地 TEL 076(268)2010

３．登録料 １名につき ２,０００円 →※全員登録の為、半額自己負担でお願いします。

下期年会費振込依頼書にてご請求させて頂きます

４．申込み期日 ２０１１年１月１８日（火）までに返信お願いいたします。

石川第一分区Ｂガバナー補佐 若松 明夫

金沢市内８クラブの２月の例会変更
金 沢ＲＣ 2/2 （水）節分の会 18:00 ～ 金沢ニューグランドホテル 2/23（水）ＩＭに振替のため休会

金沢東ＲＣ 2/7（月）18:00 ～ 松魚亭 2/21（月）ＩＭに振替のため休会

金沢西ＲＣ 2/25（金）ＩＭに振替のため休会

金沢南ＲＣ 2/22（火）ＩＭに振替のため休会

金沢北ＲＣ 2/10（木）休会 2/17（木）ＩＭに振替のため休会 2/24（木）夜間例会 18:30 ～ 松魚亭

香林坊ＲＣ 2/7（月）創立 23 周年記念例会 18:30 ～金沢エクセルホテル東急 ビジター受付のみ 2/21（月）

ＩＭに振替のため休会

みなとＲＣ 2/22（火）ＩＭに振替のため休会

百万石ＲＣ 2/3（木） 招龍亭にて地区大会（決起集会） 2/24（木）ＩＭに振替のため休会

第１８回 ガバナーエレクトからの手紙 2011.1.20 炭谷亮一

日本再生への道（その２）
日本は世界に冠たる工業国である。そして世界第２位もしくは第３位の経済大国である。日本の

繁栄を支えたものは、まぎれもなく日本の優秀な工業製品であり、優秀かつ勤勉な国民の資質であ

る。日本の工業製品は世界の市場に溢れている。

しかし質の高い日本にどうしても輸出できないものが２つある。ひとつはコメであり、これはコス

トの点でどうしようもない。もう一方は、政治家である。こちらの方は悪すぎてどうにもならない。

戦後の日本の繁栄は、ある意味では政治不在が続き、政治家が無能であったからこそ達成出来たと

言える。すべてをアメリカに委ね経済発展にだけ専念していれば良かった。そのおかげで日本は効

率のいい経済大国を造り上げる事に成功した。

ところが、同時に日本が失ったものも多かった。それは国益であり、国家としての大局観と高度な戦略である。国

の図体は大きくなったが、頭脳や骨格を持たない、いびつな国になってしまった。

日本は長い間、日米安保条約という一種の国家呪縛のもとに大事な国家戦略や国防問題をないがしろにしてきた。

その為、日本人は、ふやけた経済的繁栄の中で自分の国を自分で守るという気概を失ってしまったのである。国民

の生命財産を守る大戦略の根幹である国防問題すらまともに議論しようともせず、その義務を放棄してきた国民と

その代表である政治家に国家ビジョンを作れるはずがない。

その為日本はあらゆる意味で機動力を失い、国の内外の重要な問題にも的確に対応出来ない愚鈍な国家となってし

まった。

２１世紀においても確固とした国家として生き残る為にも、国民も政治家も官僚も大いに反省して、未来の日本の

ビジョンを模索し、すべての国民がビジョンを共有する必要がある。

「タバコの真実」その１５ 2010.11.25 村田祐一

私より少し年配の女性の患者さんの話です。病院で診てもらっていたのですが時間がかかるので、

近所の当院で肺気腫のお薬を出してほしいと言われ処方しています。肺気腫の原因は以前に吸って

いたタバコですが現在は止めています。ご主人がヘビースモーカーでしたが今は亡くなっています。

肺気腫は一進一退です。年に 1 － 2 度肺炎になります。しかし、禁煙しているのに？時々タバコの

臭いがします。

子供達が夫の影響でヘビースモーカーだと判りました。子供達は母親に対する間接喫煙には無頓
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着です。一緒の部屋で平気で吸って肺気腫の母親に間接喫煙を強いています。さらに話を聞くと子供達とパチンコ

にしばしば行くとの事です。禁煙台はあるそうですが、子供達と一緒に居たい、一緒に楽しみたいので喫煙ＯＫの

場所でパチンコすることが判りました。家族との絆か自身の健康かそれが問題だ！対応は困難です。お孫さんも当

院に掛かっておられ、よく風邪をひきます。間接喫煙は呼吸器の病気にかかり易くすることが判っています。

米国では、親の喫煙が原因で年間２０万件を超える小児喘息発作が発生していると推測されています。

喫煙するご子息に知って欲しいのですが来院しません。来院した時にいかに対応しようかな？！作戦会議を！

理事・役員会
日 時 ： １月 13 日（木） 例 会 後

場 所 ： ホテル日航金沢

議 件 ： ①一般会計上期収支報告 ②ポリオ撲滅事業

について － 2/23 金沢城ライトアップ－ ③その他

役員：藤間勘菊（会長）、西村邦雄（会長エレクト）、

北山吉明（副会長・兼理事（ＰＥＴＳ・地区協議会実行委

員会）宮永満祐美（幹事）、竹田敬一郎（会計）永原源八郎

（ＳＡＡ（会場監督）上杉輝子（副幹事）、村田祐一（直前

会長）

理事：水野陽子（クラブ管理運営委員長）吉田昭生（奉仕プロジェクト委員長） 金 沂秀（会員組織委員長）

木場紀子（ロータリー財団委員長）多田利明（広報委員長） 常任理事：石丸幹夫 オブザーバー：炭谷亮一（Ｇ

エレクト）、岩倉舟伊智（地区役員） ）

例会開催の変更をお知らせ

“地区三行事（PETS・地区協議会・地区大会）決起大会

１月２０日（木）１９時点鐘 ２月３日（木）１９時 点鐘

（場所は、招龍亭に変わりありません）

※炭谷ガバナーエレクトが、16-23 日 国際会議（於：サンディエイゴ）出席に

より不在の為、開催日を下記の通り変更致します。大変申し訳ありません。

２．１月２０日（木）通常例会とします。 場所は、招龍亭

姉妹クラブニュース

韓国 南光州ＲＣ
2011 1/17（月）の週報から 1/10 週会 出席者数 26 名（会員数 45 名で 76 ％）

会長 金千洙（キム チョンス）

次期会長 崔國信（チェ ククシン）

総務 金煕鳳（キム ヒボン）

例会場 セントラル観光ホテル （スントロルカン

グアンホテル）12:30 ～
南光州ＲＣ事務所

Mail address: nam-gwangju@hanmail.net
Home page: cafe.daum.net/namgwangjurotary
事務所: 光州市西區農城洞 637-15 Rotary 會館 3F
Tel: 062-224-0562 Fax: 062-224-1497

京都北東ＲＣ
会長 岩井陽佐 会長エレクト 佐渡春樹 幹事 室屋直人 2010.11.10（会員数 34） 創立 S63.7.20
例会場 グランドプリンスホテル京都 〒 606-8505 京都市左京区宝ヶ池 TEL 075-712-1111 FAX

075-712-7677 （地下鉄 国際会館より徒歩５分） 例会日 毎週水曜日 12:30-13:30 事務局 グラン

ドプリンスホテル京都２７５号室 TEL 075-712-0114 FAX 075-712-0012
E-mail r2650kne@zms.or.jp

東京世田谷中央ＲＣ
会長：太田恒久 幹事：原川久司 創立日：1996.5.20 事務所：〒 107-0051 港区元赤坂 1-1-7 赤坂モートサイド

ビル 802 TEL：03HP：-例会場：ホテルニューオータニ 千代田区紀尾井町 4-1 例会場 TEL：03-3265-1111
例会日：火曜日(TUE) 12:30 〜

高崎ＲＣ
会長 堀越 芳春 例会 月曜日 12:10
高崎ロータリークラブ 例会場 事務局 高崎市柳川町７０ 高崎ビューホテル内 TEL：027-327-2888

FAX：027-327-2887 e-mail：t-rotary@sweet.ocn.ne.jp 例会月曜日 12:10 ～ 13:10
ぜひ訪問してみて下さい

2011.1.7 山野金沢市長と炭谷ＧＥ

会長 金千洙 次期会長 崔國信 総務 金煕鳳


