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主催：金沢百万石 RC
この事業は日本

で初めてです。「金

沢キャッスル」で

やるようにと言う

ＲＩの意向です。

金沢市８ＲＣ方に

も出席して貰う話

になりました。

日程 企画 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

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 T076-266-0246 F076-266-0237
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もイルミネーションしている。

河北門２階

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0591 2.10 201112

金沢百万石．

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

クラブ例会予定 2010-2011 年度

2/10 村田祐一前会長

2/17 北川雅一郎「留学のススメ」－かわいい

子には旅をさせろ－

2/20 IM 都市連合会（兼合同例会）

於：地場産業振興センター

2/24 休会（ＩＭに振替）

3/3 休会（2/23 ポリオイルミネーションに振替）

3/10 会員卓話

3/17 西村邦雄会長エレクト 「ＰＥＴＳ報告」

3/24 松本耕作様（地区Ｒ財団委員長）

3/31 休会

菱 櫓
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点鐘 （なし）
谷伊津子 SAA：只今から地区大会

の決起大会を行います。

会長点鐘を、鐘ありませんか？

会長挨拶： 皆さん、今晩は 今

日はガバナーエレクトの決起大会で

ございます。いろいろ困難を乗り越

えてクラブがまとまればいいと思い

ます。めげずによろしくお願いいた

します。

炭谷亮一ガバナーエレクト：皆さん今晩は 無事 サンディエゴから帰っ

てまいりました。

其処はとても暖かくてプールに入れるぐらいいでした。月曜日から金曜日まで朝９時から夕方５

時半まで缶詰状態で勉強させられました。少々、僕もつかれました。しかし、毎朝、ジョキング

しました。６時半から７時までホテルをでて走り、退役した空母「ミッドウエイ」が寄港してい

る所まで往復しました。たまにはアメリカ人と一緒になりましたが、その人は「十年前にガバナ

ーをやったんだけど、今回は女房がガバナーをやります。」と言っていまし

た。世の中にはそういう家庭もあるんだなと思い、いろんな方と話してきま

した。行くときから帰るまでトラブルもありましたけれども何とか楽しみました。あと２～

３回ガバナーやればもっと楽しめれるのではないかと思いました。心身共にリフレッシュし

てまいりました。まだ機会見てお話したいことがありますが、またよろしくお願い致します。

宮永満祐美幹事：地区大会のテーマですが、ガバナーエレクトで決めていただいているので

すが、これに「副題のスローガン」を具体的に皆さんで書いていただきいと思います。そこ

で炭谷亮一エレクトにどういう希望かもう少し具体的に話していただきたく思います。

炭谷亮一ガバナーエレクト：次の地区大会は若い登山家の「栗城さん」そしてあまりご存じ

ないかも知れませんが、米山学友の「姫 軍さん」そしてあと基調講演にはニューヨークに５０年間在住で高岡出

身で金沢美大を出られた「メトロポリタン美術館学芸員の土肥（どい）信一さん」のご三方に講演をお願いしてい

ます。既に土井先生からテーマがとどいています。私はそんなに派手にではなくて、しっかりした着実な大会が出

来ればいいなと思っています。他に比べてどうこう言うより私たちの独自性が出せればいいと思

います。実行委員長は吉田昭生さんでありまして、其の総指揮のもと主として女性会員がしきら

れる大会で今ままでの大会と違って、いい大会になるのではないかと思います。

吉田昭生地区大会実行委員長：炭谷亮一エレクトの基本理念に基づいて地区大会をしたく思いま

すが、この基本理念をお聞きしたいと思います。ただ「世界を見よう」ですと「世界の何をみる

のか？」となりますのでもっと具体的にお願いしたく思います。お話いただいてから会員の皆さ

んに「スローガン」を書いていただいて決めたいと思います。

炭谷亮一ガバナーエレクト：私自身のテーマは英語から来ましたので「Innovation for the
Rotary Club ロータリークラブにもっと改革を」ということですが ちょっと柔らかく「ロータリークラブに新

風を」というテーマで私はやりたいと思います。過去のいい点を残して、悪い点はくずしていこうと思います。

吉田昭生実行委員長が問われた事には「今のままではだめで私は改革して行く」と言う事です。サンディゴで聞い

て来たことも、「奉仕だ！奉仕だ！」といっています。もうロータリーはボランティア団体と認識し脱皮しなけれ

ば待たないだろうと思います。ロータリーの長期的計画に３つあります。①クラブの強化 ②奉仕活動－－世界に

眼を向けて－－ ③ロータリーの宣伝 ロータリーのイメージを高める。

はっきり言って日本ロータリーも大分陳腐化しています。この 2610 地区から刷新しようと言う気持ちでいます。

これで陳腐化の刷新のいいイメージの言葉が浮かんだでしょうか？

地区大会には他地区のガバナーエレクトも大勢来ますので、話しも聞いていいロータリークラブに百年続く様にし

たいなと思いますし、2610 地区もいい改革をしたいと思います。

会員よりの提案 地区大会スローガン発表

いろんな名スローガンがでて 採用に苦労 上杉輝子会員のスローガンが採用決定

593 回

2011.2.3（木）19:00
招龍亭 地区大会決起会

出席率 29/36 80.56 ％

12 月修正出席率 72.55 ％
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吉田昭生地区大会実行委員長：江戸時代の俳人向井去來はなまこを「尾頭のこゝろもとなき海鼠哉」と読んでいま

す。不思議ななまこは世界の３大珍味の「このわた」です。百万石クラブはなまこにいてるのだと思います。これ

から 10 ヶ月の間、この「このわた」を熟成して、出席された皆様に素晴らしき味を賞味していただくと、

「世界を知ろう 大きい心 深い愛 もっと もっとロータリー」になると思います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＰＥＴＳについて 北山吉明 PETS 実行委員長：3/13 です。当日ご都合悪い方は事

務局の相川さん迄早めにお願いします。

上の方に１～ 15 番までが役割分担、下には内容について 赤字の５名の方は机上で

当日いろいろしゃべられたりします。心配な永原源八郎さんですが、ご病気は３月に

は退院出来るらしいです。「やります」と張り切っておられました。何か御意見ござ

いましたら 私まで よろしく。それから地区協議会に関しても進んでおります。ま

た新しい役割分担に関しては後でおはかり致します。もっとロータリーというすてき

な標語は 10 月過ぎてもこの精神はクラブに残って行くだろうと思います。

《 食 事 歓談 》
乾杯！北山吉明副会長 実は動的平衡という本がありまし

て、動きながらバランスをとりながら、人間の体は生きていると

いうことです。生きるという事は変わると言う事ですね。これは

組織の中、ロータリーの活動の中にも新陳代謝が大切です。これ

が生きることですね。10 月になればもっと深いクラブになって

いるでしょう。本当に私たちの為にのみロータリー行事がある。

「もっともっとロータリーをやろうやないか」となることを期待

して乾杯！

タスキの色 宮永満祐美幹事 この間決めたのに在庫がないの

で、残っているのはこれです。今日決めないとＰＥＴＳに間に合

いません。このオレンジがいいですか？これにします。

ニコニコＢＯＸ ¥32,000- 本年度累計 ¥558,919- 残高¥3,043,691-藤間会長 決起大会

炭谷ガバナーエレクトいよいよスタートです。大きな行事を四つこれからホストクラブとして私達も心一つで頑張ります。 宮

永幹事 いよいよ三行事の決起大会です。これから大変ですが、皆様よろしくお願いします。炭谷Ｇエレクト サンディエゴか

ら無事に帰って参りました。今夜は宜しく。上杉会員 行きも峠を越えて良かったです。いよいよ大きな行事に向かって頑張り

ましょう。 大沼会員 日本は中高年が益々元気ですね。岩倉会員 本日の決起大会、炭谷エレクトを支えて頂き有難うござい

PETS 役割分担（案）（○は責任者） 2011 － 1 － 27 北山更新

2011 年 3 月 13 日（日曜日）ホテル日航

①実行委員長 ○北山吉明

② PETS 会計 ○木場紀子

③会場設営（本会場）：○竹田敬一郎、吉田光穂、若狭豊、

相良光貞、

④会場設営（懇親会場）：○金沂秀、多田利明、江守巧

⑤本会場受付：○宮永満祐美、東海林也令子、川きみよ、

大沼俊昭、

⑥懇親会受付：○上杉輝子、杵屋喜三以満、

⑦特別出席者出欠確認：○藤間勘菊、有田、相川

⑧特別出席者応接：○木場紀子、西村邦夫、有田、相川

⑨本会議議場内誘導：○木村幸生、二木秀樹、申東奎

⑩本会議司会：OSAA 永原源八郎

⑪懇親会司会：○井口千夏

⑫懇親会場誘導：○水野陽子、谷伊津子、土田初子

⑬プログラム作成：○野城 勲

⑭備品準備：○魂賢任

⑮記録・撮影：○石丸幹夫

炭谷亮一、岩倉舟伊智、吉田昭生、村田祐一、永原源八郎

は本会議出席

役割分掌

①実行委員長：企画、運営

②会計：PETS の銀行口座の開設、収

支決算書作成

③会場設営：本会場設営、演壇上設営、

受講者椅子および張り紙、案内版な

ど設営

④懇親会場設営：舞台上設営、各テー

ブル上の案内板など

⑤受付（本会場、懇親会）：総合

案内、受付設営および運営

⑥特別出席者出欠確認：受付にて出欠

確認し、控え室案内、送り出し

⑦特別出席者応接：控え室への誘

導と接待、送り出し

⑧本会議場内誘導：分区単位の座

席案内

⑨本会議司会：シナリオ作成、

⑩備品準備：鐘、国旗、RI 旗、地区

旗、文房具、テープなどの準備と管

理

⑪プログラム作成：原稿依頼と回収と

編集

⑫記録、撮影：写真、録音
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ます。益々の皆様のご支援宜しくお願いします。石丸会員 炭谷先生お帰りなさい。これからが大変です

が、頑張りましょう。 井口会員 決起大会、皆さんで頑張りましょう。魏会員 皆さん、新春 好！（パ

オ）あけましておめでとうございます。今日は、中国のお正月です。今年は、金沢百万石ロータリークラ

ブにとっても皆様にとっても 高な年になる予感をします。皆様のご飛躍を心よりお祈り致します。 木

場会員 炭谷ガバナーエレクト様、お身体に気を付けられて頑張ってください。木村会員 先日は、心温

まる弔電をありがとうございました。 土田会員 久しぶりに出てきました。本年もよろしくお願い致し

ます。水野会員 炭や先生、一年間お元気で頑張ってください。西村会長エレクト 炭谷さん、頑張って

ください。竹田会員 １月２８日（金）に全国紙（東京新聞・中日新聞えｔｃ）の「天職ですか」と云う

コーナーで紹介されましたので、記念に。申会員 久しぶりの大雪で連日、雪除けで御苦労様です。村田

会員 ＰＥＴＳ・地区協議会・地区大会それにポリオ撲滅ライトアップも加わり忙しい一年になります

が、みんなで協力して成功させましょう。東海林会員 今年はじめての出席です。今年もよろしくお願い

致します。次男が行政書士試験に合格しました。御用がありましたら使ってやってください。

地区大会引き継ぎ会に新湊訪問メンバーから一言

竹田敬一郎会員： 会計監査の件、式典、役割など個別的に JC 出身のかた

もいて、非常に親切に教えていただき心強く思いました。

魏賢仁会員：地区大会については、いろいろ金沢 RC の方とも話し合い

親切に教えていただきました。JC の先輩もおられました。いろいろ参考に

して百万石クラブらしい大会にしたく思っています。微力でありますが、

頑張りたいと思います。

藤間勘菊会長：新湊クラブ訪問して、その地区大会の苦労話など聞いてまいりました。しかし

私たちはクラブの規模に応じて自分なりの方法もいいのではないと思いました。新湊では大変

お客様扱いをしていただきました。富山や能登の方は芸技さんを楽しみにしておられるようで

すね。

宮永満祐美幹事：新湊の実行委員長の言葉が「とにかく だれることもあるし、いやになるこ

ともあり、喧嘩になることもあるが、誰かがやるんや！と言わんと進まんもんや」でした。よ

ろしくお願い致します。 拍手

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
炭谷亮一ガバナーエレクト：本当に有難うございます。私こんな素晴らしいクラブにいて良かったと思います。全

国３４地区でのガバナーが来ていましたがサンディエゴでは私が３割しゃべりました。研修リーダーもすぐ私に問

いかけました。他 英語力では５～６人ものすごくうまい人もいました。あと５～６人は全くだめです。今日は本

当に決起大会を有難うございました。

終わりの挨拶
西村邦雄会長エレクト：昨年、僕は会長出来ませんといい

まして、観菊さんにやるように言いました関係上、今年は

いいですよといいました。そしたらこういう事になってい

ました。しかし、僕らの会員の炭谷さんが言い出したこと

を支えなくてどうする！ 初から前向きで言いました。や

るからには支えてあげよう。そうしてこの先、北山会員が

言いました様に、本当は会員のためではなくて、クラブの

為にやるんだと言う事になると思います。これも百万石クラブの非常に良い

ところだと思います。今の挨拶としては PETS、地区協議会そして地区大会

に向けて一本締めでやりたいと思います。 点鐘（なし）

会員消息

北山吉明会員のコンサート
直江学美さんと 3/2（水)19:00 金沢市アートホール

多くの顧客の信頼で、会社でもトップを

走る竹田敬一郎会員 （生命保険）

ライフプランナー 中日新聞 2011.1.28
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ガバナーエレクトからの手紙 炭谷亮一

「国際協議会Ⅱ」 ～サンディエゴの研修について～

サンディエゴは私の滞在した１週間の天気は快晴で暖かくホテルの野外プールで泳ぐこ

とさえできました。しかし、国際協議会は朝９時から夕方５時３０分、月曜日から金曜日

までびっしりスケジュールの詰まった非常にハードなものでした。 月曜日の初日のスケ

ジュールを終えた時点でもう一週間過ごしたのではと勘違いするくらい疲労感の残る研修

でした。

インド出身の２０１１～２０１２年度ＲＩ会長のカルヤン・バネルジーの長時間にわた

るスピーチは流暢な英語を駆使しインド独立の父、マハトマ・ガンジーの言葉を引用した

博愛主義に満ちた格調の高いものでした。私は、次々年度のＲＩ会長、田中作次さんはこ

んなにうまく英語でスピーチできるのかなと少々不安になりました。

２０１１～２０１２年度は「こころの中を見つめよう。博愛を広げるために」がテーマ

です。ＲＩ会長エレクトは、ロータリアンに実践して頂きたいと述べていました。そして、

次年度のロータリーの奉仕において以下の３点を強調していました。

第一の強調事項 「家族」

第二の強調事項 「継続」

第三の強調事項 「変化」

又、ロータリーの長期計画は以下の３点です。

その一 「クラブのサポートと強化」

その二 「人道的奉仕の重点化と増加」

その三 「公共イメージと認知度の向上」

後にロータリー財団の未来の夢計画が以前のロータリー財団と大きく違う点は、個々のクラブが小規模な奉仕プ

ロジェクトを行うのではなく、長期計画のもと大きな奉仕プロジェクトを数個のクラブ若しくは地区が力を結集し

て行うという点です。

私には ロータリーが仲良しクラブから脱却して世界に冠たるボランティア団体としての方向にカジを切ったとは

っきり認識した国際協議会でした。

金沢８ＲＣの例会変更
金 沢ＲＣ ４月 ６ 日（水） 休 会 ４月１３日（水）１８：００～ ANA クラウンプラザホテル金沢「観桜会」

金沢東ＲＣ ４月１１日（月）１８：３０～ 金沢スカイホテルにて 「春の特別例会」

金沢西ＲＣ ４月 8 日（金）１８：００～ 和田屋 「観桜例会」

金沢南ＲＣ 3 月１５日（火）１８：３０～ホテル日航金沢「夜間例会」 3 月２９日（火） 休 会

金沢北ＲＣ ４月 ７日（木）１８：３０～「お花見夜間例会」 ４月２８日（木） 休 会

香林坊ＲＣ ４月１１日（月）１８：３０～ 「観桜会」

みなとＲＣ 3 月２９日（火） 休 会 ４月 ５日（火） ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」

百万石ＲＣ ３月 ３日（木） 振替休会 ※２月２３日ポリオイルミネーション（例会） ３１日（木） 休会

４月 ７日（木） １９：００より 主計町「土家」 「おむすび花見例会」

理事役員会のお知らせ
理事・役員各位

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）魏 賢任（次

期幹事）

日 時 ： 2 月 10 日（木） 例 会 後

場 所 ： ホテル日航金沢 「松竹の間」

議 件 ： ①ポリオ撲滅イルミネーションについて

② PETS 会長エレクト研修セミナーについて

③その他

1/29 は雪が降り始め、可成りの

積雪となった。ホテル日航から


