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２０ 1 １年３月のロータリーレートは, １ドル＝８４円

例会点鐘 13:00
石川県地場産業センター本館大ホール

中川可能作国際ロータリーコーディネーター挨拶

若松明夫ガバナー補佐挨拶：幹事報告：ニコニコボックス

閉会点鐘

ＩＭ 本会議
司会：石川第一分区Ｂガバナー補佐：若松明夫氏

13:30 基調講演 は

放送大学教授岩永雅也氏： 「国政調査から見る

吾が国の高校生の実態」「高校生の社会生と社会

的自立への課題」

上越教育大白木みどり氏： 大学院准教授、「社会形成の危機、未

来への展望」「若年層問題と社会的、職業自立に求められる能力」

パネラーは上の二人の他

天野准造氏高知県自動自立支援施設内分校教頭と渡邊真魚福島県

教育庁指導主事がパネラーとなった。

特別出席者は 崎山武夫ガバナー、松尾久義、近藤俊行、菊知龍

雄、中川可能作、各ガバナー、炭谷亮一ガバナーエレクト、登録

会員は石川第一分区のクラブ会員

Kanazawa Hyakumangoku
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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

595 回

2011.2.20（日）石川県地場

産業センター本館大ホール

ＩＭ石川第一分区合同例会（白山ＲＣ）

出席率 14/36 38.99 ％
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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：皆さん今晩は今日は私は

朝早くから家を出て、緊張へ行くためにもど

りましたが、鍵を閉めないで出ていて、家に

帰ったらものがいっぱい置いてあって、なく

なっていま

せんでした。皆さんもお出かけの時は鍵をお忘れなく。

今日のゲスト：金沢 RC の北川雅一郎様です。卓話をお願いしております。

石丸恭子様 村田順子様でございます。

ビジター：村野元孝様（金沢香林坊）ようこそおいでくださいました。

《 食 事 》
幹事・委員会報告

宮永満祐美幹事：ポリオの撲滅の金沢城ライトアップ式次第がお

忙しいでしょうが、午後 5 時前に金沢城事務所あたりにおいで下さい。金沢城公園石川門入り口は

一回 pm5:00 に閉められます。そしてポリオのお客様を入れるために 5:50 に再びひらかれます。こ

の間の時間帯にいらっしゃる方は甚平坂（尾崎神社そば）からお入り下さい。 そこからはいりま

すと車が止めれます。終了後は兼六城下町ホテルで懇親会をします。分担は北山吉明会員の指示に

従って下さい。 セレモニーは pm6:00 から 篠笛演奏は pm7:00 から篠笛演奏、

イルミネーション、pm8:00 終了

残り物ないか確認して兼六城下町ホテルへ移動します。

入場は誰でも再開門の pm6:00 から入れます。しかし、河北門２階にご案内するのはロータリー関係者と石川県の

関係の方（４～５人）です。ロータリーかたは何人かは 50~60 人だと思います。

北山吉明会員：会場で入りの誘導はは百万石クラブ会員がが全部します。 先ず pm5:00 に甚右衛門

坂入り口にベンチがあり、そこで番していて入って貰います。 上がって左側に大きな駐車場があ

ります。其処にも番して貰います。（右には学生食堂がありました。）通り道に一般入場禁止場所も

あり、其処にも番をして下さい。男性５人はずーと外で立っていなければなりませんので暖かい恰

好でお願いします。 終わるまで其処専任になりますので例会には出れません。当日５時に集合し

た時ににタスキを渡します。ポリオは以上です。

もう一つ PETS の役割分担は 2/17 にお渡ししました様に、黒 赤 緑で書いてあります。赤字は本会議、緑は懇親

会出席者です。

木場紀子 R 財団委員長：先週皆さんにお届したガバナーマンスリー⑧ 2011.2 の４～５ページ

に私たちがお世話している李曉燕さんの文章が載っています。炭谷亮一ガバナーエレクト、岩

倉舟伊智次期地区幹事を中心にして、のっています。「百万石クラブ例会に出席するのが楽し

みです。クラブの先生方はいつも心をこめて付き合ってくださいます。山の上の大学にいます

と人と接触するのが少なく、バライアティのバックグランドを持っていらっしゃいます先生方

にお会いしますとお勉強になりますし、精神的糧ともなります。」という事が書いてあります

ので是非、読んで見て下さい。

ニコニコＢＯＸ ¥32,000- 本年度累計 ¥595,919- 残高¥3,081,691-
※北川雅一朗様より 謝礼金をニコボックスいただきました。

藤間会長 ようこそ、北川様、卓話宜しくお願い致します。石丸恭子様、村田順子様ようこそ。 宮

永幹事 北川様ようこそ。よろしくお願いします。 石丸会員 北川雅一朗様をお迎えして家内も参

りました。 岩倉会員 北川様、本日の卓話宜しくお願いします。 北山会員 北川様ようこそ！

昨日は夢のように暖かい一日でしたね。春近し！そんなホンワカした気持ちでした。 杵屋会員 色

々行事が重なり欠席続きですみません。北川様、卓話楽しみにいたして居ります。 魏 会員 皆

さん、こんばんは。北川様の「留学のススメ」のお話を楽しみにしております。 木村会員 先週、

ラオスの北部の世界遺産ルアンプラバンへ行って来ました。桃源郷の素晴らしいところでした。 炭

谷会員 北川さんようこそ。今夜は卓話楽しみにしています。 竹田会員 北川様 ようこそ我ＲＣ

へ。お話を楽しみにしています。 村田会員 北川様、卓話楽しみにしています。息子がお世話にな

りました。 吉田光穂会員 今年は雪のため仕事が遅れて大変でした。

講話の時間 「留学のススメ」－かわいい子には旅をさせろ－
北川雅一朗様（金沢 RC）

講師紹介： 宮永満祐美幹事：北川様のご紹介をさせていただきます。とてもお世話になった方も多いので、ご存

知とおもいますが改めてプロフィルを申しあげます。983 年ロータリー長期交換学生としてカナダ 709 地区に留学、

594 回

2011.2.17（木）

出席率 24/36 66.67%
１月修正出席率 72.38 ％
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高校一年だったそうです。1987 年ロータリー短期交換学生としてベルギーへ、大学一年生です。

2004 年ロータリークラブ入会、2005 年に 2610 地区国際青少年交換委員、2006 年同副委員長、

そして私の娘のべるぎーでは大変お世話になりました。はは親の私は菱機工業に大変お世話に

なっています。一番旧いお客様です。

皆さん今日は、ご紹介にあずかりました地区の地区国際青少年

交換委員会の副委員長をやっています北川です。百万石 RC の皆様

には日頃お世話になっています。そしてまた本日、卓話の機会をいただきましたという

より、おしかけたと言うようなかたちでまいりました。今日は交換留学プログラムにつ

いて申し上げようと思っております。先ず派遣のおはなしといたします。是非、適齢期

のお子さんやお孫さんがおられましたらお願いしたくてお話いたす次第です。

ではパソコンのスライドで説明いたします。

先ず長期の交換留学生は高校生が対象で、場所はアメリカ、カナダ、オーストラリ

アです。英語圏です。短期はベルギーを対象にした一ヶ月のもので去年の夏は受けてい

ただいて、今年は派遣となります。 次は新しいプログラムで高校生対象の１ヶ月があ

ります。

長期の高校生は地区で毎年 10 名です。これまで

金沢百万石 RC では北山さん１名がありました。

今日ではかっての留学生のげ何名かロータリアン

になっています。

次はベルギーの短期交換留学ですが、これは当

地区の独自のプログラムです。30 年以上たちます。

今年は派遣 12 回目です。派遣、受け入れ、お休み

と３年サイクルです。今年は 8 月に１ヶ月間 38 名

が行きます。デンマーク、イタリア、オーストリ

ア等、ヨ－ロッパ文化の研究体験をし、その後ベ

ルギーでホームステイです。其れまでに交換出来

るようにチャンと仕込む計画です。

派遣するメリットは英会話、自立心、積極性、

社交性などですが、そんな事よりも長期的効果の

方がはるかにあります。これは学生の時よりも社

会人になってから実感出来るのです。

留学で期待するものは何か？と聞きますとほぼ

全員が英会話といいます。ところが帰って来ますと、「人生観が変わった」といいます。女子より男子の方が効果

が大きく、特に北陸の男子には大です。本当に１番の効果が「ありがとうと笑顔」になりました。

英会話について少しお話いたします。これはアメリカ人は皆英語を話しますから頭の善し悪しは関係ありません。

要するにしゃべっていることのマネをするだけです。逆にいいますと聞き取れない言葉はしゃべれません。良くつ

かう「ナイアロー」ですが、ｎｏｔ ａｔ ａｌｌです。

いちいち訳して理解するわけではありません。だいた 10 ヶ月位では話せます。 何故このプログラムがいいかと

言いますと高校生であることでして 18 位未満なので、いろいろんなことで面倒を見てくれます。しかし高校生で

もちょっと遅いぐらいです。しかもホームステイですから朝起きて寝るまでずっと一日中英語漬けになります。そ

のうち、どんなに苦労しても 後の２ヶ月は楽しくてしようがなくなります。前半の苦労は消えて、皆帰って来る

と楽しかったといいます。 近日本から留学する人が減少しています。 アンケートでは韓国の親は「リーダーシ

ップのある子供になって欲しい」がトップですが、日本では「協調性のある子」がトップです。

向こうに 10 名の受け入れ枠があっても応募者が少ないと、もともと地区どうしの信頼関係で交換しているのです

から、一旦其の枠が減りますと他の国に取られて戻らなくなります。本年は 10 名のうち 7 名しか応募がありませ

ん。心配です。しかし、関東ではロータリープログラムが一番人気があります。 子供さんに行きたいか親が聞き

ますと 10 人の内 2 人しか行きたいと言いません。こちらの高校生は眼の前の生活が全てです。それを一年留年し

て留学するなんて考えられません。しかし考えてみますと学年はもう一年増えますのでクラスメートは２倍になり

ます。しかも留学して帰った人は大体志望大学に入っています。成績も上がり受験も有利になります。おそらく脳

が活性化されるのでしょう。これはロータリアン子弟が参加出来る唯一のプログラムですので是非お願いします。

点鐘

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
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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」

「タバコの真実」その２４
２０１１.３．１０．

今度の日曜日はＰＥＴＳです。

その場をお借りして「ロータリアンたるもの他人の健康を気遣い間接喫煙を根絶しましょ

う！」と呼びかけます。今後とも皆様の後押しよろしくお願いいたします。

その場で完全分煙

に向けた資料集を

いれたＣＤ－Ｒを

各クラブの次期会

長さんに配布する

予定です。また、

この資料（タバコ

の真実）をガバナ

ーレターの参考資

料にしてレターの

一部に書きくわえ

て頂ければ幸いで

す。２６１０地区

から、そして日本

のロータリーから

タバコの間接喫煙

を一掃したく思い

ます。

下の図は世界の８

大死因を示してい

ます。斜線部分が

タバコの関与する部分です。斜線部を全て加えたのが右端の棒グラフです。たばこによる死亡は虚血性心疾患、脳

血管疾患に次いで第３位に位置しています。あらためてタバコの健康被害の大きさに気付かされます。

禁煙は愛！禁煙とチャイルドシートは親の義務 タバコ止め財布は重く身は軽く１歳のお誕生日には麻疹風疹ワ

クチンを！

卓話 『30 分でわかる西田幾多郎講座』（全 6 回）を実施のご案内
河北ロータリークラブ 会 長 表 守活

以前にもご案内いたしましたが、かほく市は『善の研究』で知られる世界的な哲学者・西田幾多郎の生誕地であ

り、純粋に哲学をテーマにした博物館「石川県西田幾多郎記念哲学館」があります。この石川県が世界に誇る哲学

者を広く内外に発信するため、西田博士の業績や哲学を身近にわかりやすく「学ぶ」ことを目的に、卓話 『30 分

でわかる幾多郎講座』（全 6 回）を実施しております。

講座は分かりやすい例えを交えた解説によって自分のことに置き換えて学ぶことができるので、途中から参加され

ても理解しやすい内容となっております。

そこで、今後 3 回の講座（例会）を「石川県西田幾多郎記念哲学館」にて開催することになりましたのでお知らせ

いたします。

例会終了後、お時間をおつくりいただける方には、講師の大熊さんにご案内いただきながら館内を見学する予定で

す。なにとぞ多くのご参加のほど宜しくお願い申し上げます。 敬具

○講 師 大熊 玄（おおくま げん）氏

1972 年千葉に生まれ、新潟に育つ。立命館大学（東洋史学専攻）卒業、金沢大学大学院修士課程（哲学専攻）修了、
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同大学院博士課程後期満期退学。専門はインド哲学・仏教学、西田哲学。1999 年から約 1 年半のインド留学（プネ

ー大学院大学）より帰国後、石川県西田幾多郎記念哲学館の開館準備に携わる。現在、同館専門員（学芸員）。

著書『鈴木大拙の言葉―世界人としての日本人』（朝文社）、『鈴木大拙：大拙の言葉』（金沢市国際文化課）、編著

『西田幾多郎の世界』（石川県西田幾多郎記念哲学館）、共著『鈴木大拙と日本文化』（朝文社）。

○講座日時

第 4 回 平成 23 年 3 月 9 日（水）12：30 ～ 13：30
第 5 回 平成 23 年 4 月 20 日（水）12：30 ～ 13：30
第 6 回 平成 23 年 6 月 1 日（水）12：30 ～ 13：30
○場 所 石川県西田幾多郎記念哲学館（TEL076-283-6600） 〒 929-1126 石川県かほく市内日角井 1 番地

○お問い合せ 河北ロータリークラブ 事務局

TEL076 － 285 － 2611 ／ FAX076 － 285 － 2600 E － mail : kahokurc@poppy.ocn.ne.jp

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

第１回 いしかわ国際ピアノコンクールについて

小学生から社会人を対象におこなわれます。石川県ピアノ協会設立 40 周年を記念して開催しま

す。今後２年ごとにいたします。

2011.8.28（日）、29（月）石川県立音楽堂にコンサートホールにて 申し込みは 2011.5.10.（火）

～ 5.20（金） 審査委員 池辺晋一郎 木村かおり 下田幸二 宮谷里香 渡邊康雄

主催：石川県ピアノ協会 後援：石川県 金沢市 金沢市教育委員会 （財）石川県芸術文化

協会（公財）日本ピアノ教育連盟 （社）全日本ピアノ指導者協会 北國新聞社 テレビ金沢

エフエム石川 MRO 北陸放送局 金沢百万石ロータリークラブ 石川県楽器商組合

問い合わせ いしかわ国際ピアノコンクール実行委員会事務局（〒 921-8133 金沢市四十万町北町イ 37 寺松方

Tel ＆ Fax 076-296-2494 E-mail ishikawa-ipc@sapace.ocn.ne.jp

主催： 石川県ピアノ協会 http://piano-ishikawa.jp 東海林也令子会員から

マナの家 完成

2011.2.27
岩倉舟伊智会員

クラブ例会予定 2010-2011 年度

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（日） 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 「3/13 のＰＥＴＳ報告」

3/24 松本耕作様（地区Ｒ財団委員長）

3/31 休会


