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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８Ｒ

Ｃ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. 0592 2.17 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

2/23（水）ポリオイルミネーション金沢城 集合 17:30
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
SONG 『 手に手つないで 』
四つのテスト

藤間勘菊会長挨拶：皆さん今晩は久しぶ

りでオテル日航の例会になります。今日

はフードピアで県外からもお客様が随分

お見えになっておりまして寒い寒いと金

沢の事をおっしゃいますけれど、今日は

寒い代わりに食事がきっと美味しいと思います。ちょっと机の上に相撲の事を書いた歌舞伎の事が書いてありまし

たのでコピーしてまいりました。今異常だと思われる八百長問題で相撲は注目されていますけれども昔から庶民は

この相撲を楽しみにしておりました。お芝居にも沢山なっておりますので、有名な出し真生のが沢山あります。ち

ょっとお知らせまでです。

今日のゲスト：村田祐一先生の卓話でございますので、いらっしゃいません。

ビジター：平塚邦彦様（金沢西 RC）小幡謙二様（金沢香林坊）

お誕生日お祝い： 2/15 宮永満祐美様 2/22 杵屋喜佐以満様 2/24 土田初子様 2/25 江守道子様 です。おめ

でとうございます。

《 食 事 》
幹事・委員会報告

宮永満祐美幹事：皆さん今晩は 今週金沢８ RC の幹事会がありまして、新年例会の決算報告が

ありました。まあ登録料は 4,000 円だったのですが、残金がナント２０円だったそうです。ほん

とに上手に香林坊さんはよくなさった

なあと思い感心しました。そして今ロ

ータリーの友編集委員会からロータリ

ー手帳の案内がありました。欲しい方

は申し込んで下さい。なお本日の例会

後は理事役員会ですのでよろしくお願

いいたします。議題は「ポリオの金沢城イルミネーショ

ン」です。

奄美大島の義援金のお礼の手紙がまいりました。

野城勲社会奉仕委員長：以前に皆さんにお知らせしたんですが、書き損じ葉書の今１００枚近く

にんりました。来週 2/17（木）までに事務局までお願いします。その次の週は例会が休みなりま

すのでよろしくお願いします。

谷伊津子 地区社会奉仕委員会環境保全小委員会委員長：と環境保全の地

区委員会が先月の 2/6（日）に地場産業センターでありました。 約６０名

出席され、その中で現在やっている奉仕活動を発表していただきました。

終的には予算の問題が大きくでて、可成り大きな金額のクラブもありま

した。上手にやっていらっしゃると思われた一つは金沢 RC ですね「ホタルの復元の夢計画」

です。２１世紀美術館の近所に「ホタル 」が増えたという事で３年目には新聞に取り上げ

ていただいたと言う事で、広報効果もありました。これから「ごり」を育てる計画もあるそ

うです。植樹、桜の木を植えるなども沢山ありました。2610 地区のクラブの行動がここに全

部でています。私たちも何か良い案があれば頭を使って実行したいなと

おもいます。 終的にグループ活動を推奨しています。予算も可成り

出るようですので、皆さんのお智恵を拝借したくおもいます。

¥5,000- 本年度累計 ¥563,919- 残高¥3,049,691-
金沢香林坊ＲＣ 小幡様 本年もどうぞ宜しくお願いします。 藤間会長 お寒うございます。村田先生、

宜しく。 岩倉会員 村田先生、本日宜しく。皆様も禁煙に努力しましよう 炭谷Ｇエレクト ２月３日

の決起大会、皆様御苦労様でした。村田会員、金会員と共に禁煙運動頑張りましょう。

「 分煙のすすめ 」 前会長 村田祐一会員

身体は日々古い組織を新しい組織と取り替えてその生命を維持しています。

我々の所属するロータリーも時代に合わなくなった事は改めていかないと発展は見込めません。改めなくてはいけ

ない事柄が山積しています。その中のひとつ「たばこ問題」に私は行きがかり上関わってしまいました。

初期のころはタバコのマナーを守ることは「当たり前の事柄」なので高邁な精神を持つロータリーならば簡単に

2011.2.10（木）19:00
593 回

ホテル日航 5F
出席率 21/36 58.33 ％

１月修正出席率 72.38 ％
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理解して同意していただけると考えていました。ところがどっこい！

ガバナー訪問のたびに歴代のガバナーに会員の健康のため完全分煙を

訴えますが、暖簾に腕押しの状態が続きました。ロータリーって何な

んだ？？そのほかにもばかばかしい事柄を多く経験しました。何人か

の仲間が嫌気をさして辞めていきました。会員増強を！と訴えてもこ

んな状態では胸を張って新しい会員を誘えません。

2008 年の秋から作戦を変えました。変なことは一杯あるがこれまで

にたくさんのことを教えてくれたロータリーです。じっくり取り組も

う！「ロータリーの友」にタバコ問題を 2 度ほど投稿しました。何人

かの方から励ましのお声をかけていただきました。2009 年の PETS で

は数ヶ月前からさまざまな方に働きかけ、協力を得えて「タバコ問題」

について話をさせていただくことができました。話させていただくに当たり中川ガバナーエレクトと何度もメール

をやり取りしました。 後は理解していただき地区協議会で「ロータリーの会合では分煙を！」の呼びかけの言葉

をいただきました。翌年も当然話させていただけると考えていたのですが、現崎山ガバナーには断られました。今

回はリベンジです。昨年の 7 月からは会報に「タバコの真実」を毎回投稿させていただいています。教育とは繰り

返すこと！を実践しています。今日は PETS の予行を兼ねて話をしますので、改めたらよい点がありましたら後ほ

ど教えていただければ幸いです。PETS では「タバコのマナー」を訴えた CD-R を作成したので各クラブの会長エ

レクトの皆様に配る予定です。持ち帰っていただき会員の健康に配慮していただく資料として活用して欲しいと

の願いを込めてあります。この CD-R についても時間

があれば皆様に見ていただき直したらよい点のご指摘

を受けたいと思います。

以下 「喫煙はマナーを守って！」のスライドを説明しながら見て

いただく。

スライド１：小児科の外来には気管支喘息の子供達が来院します。

家族の喫煙が無くなると治療成績が大変良くなるのですが。

嫁の立場からなかなか義父に「子供の前でタバコはすわないで」

とは言えない。

会社でも上司に間接喫煙防止のためマナーを守ってとは言えな

い。

スモーク ハラスメントですが。

スライド２：気管支喘息発作をタバコの煙は誘発します。

発作を起こした人は綺麗な空気の場所に避難しないと窒息死する

事があります。

お酒を飲むとついタバコを吸いたくなりますが、会場を出て喫煙

場所でお願いいたします。

スライド３：間接喫煙を他人に強いると時に狭心症、心筋梗塞を引き

起こします。注意しましょう。

スライド４：タバコの煙が充満する会合には体の悪い仲間は危険で参

加が阻まれています。

ロータリー発展のためにロータリーの様々な会合から間接喫煙をな

くしましょう！

心臓の悪い人や気管支喘息などを持病に持つ仲間も安心して参加で

きる会合にご協力をお願いいたします。

スライド５：「思い遣る 心がつくる 友垣の情」間接

喫煙は周囲の人の健康を損ねます。他人の迷惑にならないように喫

煙場所でタバコを吸ってね。 点鐘
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ガバナーエレクトからの手紙 炭谷亮一

国際会議（３） ～日本への機中にて～

サンディエゴでの研修の 後に埼玉出身の中村靖治研修リーダーが次々年度のＲＩ会長になら

れる田中作次さんについて以下のよう経歴を話されました。

田中作次さんは貧しい新潟の農家の出身で中学卒業後、集団就職で上京され、縁合って８坪だけ

の売れない文房具店の老夫婦の養子となり、リヤカーを引いて紙の卸商を始め、全国の製紙会社

トップ５社と直接取り引きできる「圧倒的１番」を目標にし、そして数十年後それは実現してい

ました。田中さんは常々「自分が勝手に作っている前提条件をぶち壊す。 できないと思ったこ

とができた。できない理由を探すより、できる方法を探すんです。だから今度ＲＩ会長として世

界に出たら、ノーとは言わない。必ずイエス、そしてバット条件はこうだという」と話されていたそうです。

その後、中村研修リーダーが以下のようなインスピレーション・スピーチをされました。

「二度とない人生だから 一輪の花にも 無限の愛を そそいでいこう

一羽の鳥の声にも 無心の耳を かたむけていこう」

私の大好きな、日本の詩人、坂村真民先生の詩です。

二度とない人生だから、一輪の花にも、一羽の鳥にも 即ちどんな小さな生き物や植物にも、優しさをもって、接

していこう。小さな事にも心を配ろう。人生は一度きりだから、小さな事を大切にすることにより、人生は充実し、

心豊かになるでしょう。

これは ロータリーにも通じることだと思います。私達は、どんな小さな事にも、奉仕の気持ちを持って接してい

きたいものです。どんな小さな事でもいい、自分にできる物を探して、何かをしよう。そこに、ロータリーの花が

開きます。ロータリーを通して永遠の友情と限りない奉仕の心を分かち合いましょう。

私達はロータリーに入会するとき、必ず素晴らしい才能を持った紹介者によって、ロータリアンになることがで

きます。私のロータリーへの紹介者も素晴らしい才能を持った人でした。彼は、自分が住む街を、世界一ゴミの少

ない街にすると宣言して、八潮ロータリー・クラブの種家会員と共に８年前から活動を始めました。同時にこの運

動を進めるためにイベントの開催や市長や市議会議長にも何回もお願いしました。そして、雨の日も風の強い日も、

車に衝突する危険も顧みず、一生懸命に毎週街のゴミを拾い続けてきました。

その後、彼の素晴らしい行動に賛同した多くのロータリー・クラブをはじめ、市内で５８の各種団体が世界一ゴ

ミの少ない街を目指して５年前から行動を開始しています。

私に、このような素晴らしいロータリーの心を教えてくれたロータリアンは、2012 ～ 13 年度の国際ロータリー

会長に就任します。 そしてご静聴有難うございました。

私は、日本への機中で、中村研修リーダーが話された田中作次さんの事を思い出して「我々日本のロータリーは

何と素晴らしい徳のあるロータリアンをＲＩ会長に輩出でき」又、「同じ日本人としてロータリアンとして私自

身も何と幸せなことか」

暫く、涙が止まらない幸福な時を過ごしました。

「タバコの真実」その２３ ２０１１．２．１７．

たばこは就活にマイナス？

厚生労働省研究班で「たばこと就職に関する」調査がされました。研究班の溝田友里国立が

ん研究センター研究員は「採用基準になっていなくても、喫煙は就職に何らかのマイナスの

影響を与えていると考えられる」との事。

シアトル大学のワイス教授の研究によると、アメリカでは喫煙者を一人雇用すると年間約５

５万円が余分に掛かると算出されました。労働時間の損失で 1/2。たばこによる本人と周囲の
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人の健康障害に掛かる医療費が１/3 を占めます。その他ＯＡ機器や空調の劣化が早くなるなどです。確かに、仕事

中に一人抜け出して喫煙所へ、非喫煙者には「さぼり」と映ります。タバコ臭いニオイをまき散らして他人に迷惑

をかけ、挙句にタバコ関連の病気で仕事を休み会社に迷惑をかける。など、よほど優秀で貴重な人材以外は会社は

採用を控えて当然です。日本の現状は、約３０％の人事関係者が喫煙者に対し採用時に明らかにマイナス点をつけ

ています。タバコ臭い身体で面接に現れれば、周囲に配慮できない人と評価され、会社にとっては不要なのです。

社員全員が非喫煙者ならば改めて喫煙所を造る無駄な場所と費用がかかりません。

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

舞踊家 森山開示作品「UTAURA」
石川県にゆかりをもつ能「歌占」をモチーフにした新作。

作曲 笠松泰洋 琴 丹羽聖子 黒川真理

太鼓 望月太満衛（杵屋喜佐以満会員令嬢）

横笛 太田豊 チェロ ルドビート カンタ

2/27（日)16:00 石川県立音楽堂邦楽ホール

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」

地区予定： 「国際ロータリー第 2610 地区 2011 － 12 年度 第 2 回ガバナー補佐研修会と
チームリーダー研修会」 昨年ガバナー補佐研修会は 11/27 に第一回が終わり第２回となります。

於 2011.2.19 金沢招龍亭 司会：岩倉 舟伊智

研修会次第

12:30 受付

13:00 開会

ガバナーエレクト挨拶 炭谷 亮一

次期地区活動について

＊方針 ＊訪問回数 ＊ IM についてなど

13:20 地区チームリーダー研修 次期地区研修リーダー 近藤 俊行

14:20 休憩 10 分

14:30~14:50 諸説明 次期地区幹事 岩倉 舟伊智

＊公式訪問日程（案），

＊事前訪問日の設定

＊ガバナー補佐報告書提出について

＊ PETS、地区協議会について

ガバナー補佐補助費について 次期地区財務委員長 後出 博敏

＊地区資金等予算（案）は、チームリーダー研修会資料に別添

その他 質疑応答

2610 地区次期ガバナー補佐の他 近藤俊行パストガバナー 炭谷亮一次期ガバナー 後出博敏次期財務委員長

岩倉舟伊智次期地区幹事 石丸幹夫次期地区筆頭副幹事が出席 なお 15:00 から引き続いて地区チームリー

ダー研修会と懇親会が 18:30 迄あります。

石川第一分区Ａ

松原一夫次期ガバ

ナー補佐

（金沢香林坊 RC）

石川第２分区 B
福田裕次期ガバ

ナー補佐

（白山石川 RC）


