
- 1 -

地区協議会開催のご案内とご登録のお願い 4 ページ参照

ご承知の通り今回は、地区協議会のホストクラブとして全員登録させていただきます。会員の皆様にはスタッフとし
てご協力を頂きますよう宜しくお願いいたします。
添付の登録用紙をご覧頂き、出欠のご変更がある場合は、事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。
（記入済みの出欠は、以前頂いたものをもとに作成しております）

金沢百万石ロータリークラブ会長 藤間 勘菊 実行委員長 北山 吉明

“ポリオ撲滅イルミネーションｉｎ金沢城 ”写真展のお知らせ
標題の写真展を、下記の通り本日より開催しております。ご都合の宜しい方は是非、お立ち寄りください。

日 時 平成２３年４月１８日（月）～２４日(日) 午前１０時から午後５時まで

場 所 「土家」 主計町２－３ ＴＥＬ ０９０－８０９７－４７０２

「タバコの真実」その２９ ２０１１．４．２１．

予言者を信じますか？私は信じます。

例えば、急病人を病院で治療するため、

救急車を呼ぶか、自家様車を使って運

ぶ場合にはどちらが安全か？を予言で

きます。どこの病院へ行った方が早く

治るかも予言できます。一定の情報に

基づき予言する。では、妊娠婦や子供

の前でたばこを吸っていると将来子供

の知能は？素行は？これまでの「タバコの真実」で予言

できますね！

誰もわが子、我が孫を頭の悪い子に育てようとは思わな

いと思います。しかし、間接喫煙を強いると生まれる子

供の知能はこれだけの差が生まれます。たばこには様々

な有害物質が含まれているので当然のことだと思います。

個々の子供では比べようがないのでタバコの害は今まで

は不問にされ、無視されていたのだと思います。

金沢百万石
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クラブ例会予定 2010-2011 年度

4/14 小池田 均 様（(株)サカイダフルーツ社長）

4/21 若林忠司様「金沢のお寺あれこれ」

4/28 川きみよ会員 （東山「みづほ」女将）

5/12 地区協議会打合せ

5/19 金沢市内水整備課

5/26 休会

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



- 2 -

点鐘
SONG 奉仕の理想

１．ロータリーソング
『 奉仕の理想 』
２．四つのテスト
３．藤間勘菊会長挨拶： テレビ

新聞を見ますと震災の話ばかりです

が 今日は来るときにラジオをきき

ましたら、福島は関東地方への送電

のための原発でした。千葉の市長さんが福島のがれきを

引き受けたら、「放射能があるので」と 2900 通の反対があったそうです。それを聞いてショックを受けました。

ゲスト紹介 卓話者 (株)サカイダフルーツ社長 小池田 均 様 石丸夫人 村田夫人

お誕生月お祝い 4/9 山下公一様 4/16 木村幸生様 4/27 後出博敏様 4/28 木場紀子様

皆出席表彰 1 カ年 木場紀子様 1 カ年 吉田昭生様

《 食事 ・ 歓談 》

炭谷亮一ガバナーエレクト：先週の土曜日曜に仙台

に行ってまいりまし

た。海岸線沿いはテレ

ビよりは実際ひどい状

態でした。念のためレ

ントゲンフイルムもっ

ていきましたが全然感

光していませんでし

た。4/12 現在の義援金

総額は￥ 79,449,625 でした。これは RC への直接の義

援金の他、日赤や北国新聞社も含めてですが、可成

り集まったと思います。ロータリー独自では被災された方で石川県と富山県に疎開されている方に一所帯 10 万円

をお配りする案が出ています。富山県とも協議します。5/13 まで募金してますのでよろしくお願いいたします。

幹事・委員会報告報告
宮永満祐美幹事：机の上に Craft for People と言う葉書がございます。これは蚊谷さんから

のご紹介で皆様にと言うことで受け取って下さい。百万石クラブ募金総額は現在 1,127,260 円で

す。皆様、有り難うございます。今日は理事役員会がございます。大変議題が多いので、すぐ

集まって下さい。

吉田昭生会員：皆様のお手元にいってますクラブ会報の中にポリオ

の投影の写真展についてですが、先般「土家」さんで参加作品の選

考会を開きました。寒い中参加していただきましたのですべて人に

何らかの賞をと考えまして、参加賞を出すことにしました。A 賞は

総額 5,000 円で 4,000 円の商品券と 1,000 円が「土家」さんのコーヒー券 2 枚としまし

た。B 賞が 3,000 円で 1,000 円分がコーヒー券、C 賞が 2,000 円で 1,000 円が商品券です。

参加賞はコーヒー券 2 枚にしました。全部の方に何らかの形で行く様ににしました。

写真展は来週の月曜日 4/18 から日曜日 4/24 まで「土家」さんのお二階で行います。あ

と会長のご挨拶を入れて賞品が届いた時点でお礼にかえせさせていただく事にしまし

た。

藤間勘菊会長： 川さんからお礼の電話がございましいた。

ニコニコＢＯＸ 二木委員長

¥23,000 本年度累計 ¥694,539 残高￥3,134,523

小池田様より謝礼金をニコニコボックスに頂きました。
藤間会長 小池田様、ようこそ。お花見例会有り難うございます。宮永幹事 本日は、小池田様よろしくお願

いします。 石丸会員 小池田均様をお迎えして。家内もいつもお世話になっております。 魏会員 皆さん

こんばんは。川さんご主人さんご当選誠にお目出とうございます。本日、小池田様のお話を心より楽しみにし

ております。皆様、どうぞ宜しくお願いします。 炭谷会員 大震災のご支援金ありがとうございまうす。小

池田様、卓話よろしく。 西村会員 藤間会長、有り難うございました。小池田様、卓話楽しみにしています。

水野会員 先週は、勘菊さんのお店でお世話になりました。すてきな「土家」さんでした。 村田会員 小

池田様、お話楽しみにしています。妻も是非お聞きしたいと同行しました。

６００回

ホテル日航 5F
2011 4.14（木）

出席率 20/36 55.56%
3 月修正出席率 87.05 ％
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講話の時間 「 日本の農について 」 (株)サカイダフルーツ代表取締役 小池田 均 様

講師ご紹介 魏会員 改めて皆様今晩は 小池田均様は(株)サカイダフルーツ代表取締役で 1958.7.10 金沢市生

で、京都産業大学経営学部を卒業され、米国へ行き食品管理を学び平成元年サカイダフルーツ(株)入社、翌年、

社長となられました。県内で最初の野菜ソムリエにフーズアドバイザーの資格を取られ、現在名鉄エムザ地下

において商売をしておられます。野菜や果物の販売を通して地域の生産者や消費者や農業にも貢献しておられ

ます。

皆さん今晩は わたしは小池田均と申します。エムザで細々八百屋をやっ

ています。マイケルジャクソンとおない年です。この中でお顔を拝見していますお客様が

沢山おられますが、お礼申しあげます。

まず今日は 4/14 ですが 2/14 はバレンタインデイで 3/14 はホワイトデイでその愛にお答えす

る日です。

また本日 4/14 はオレンジデイといわれ、夫婦二人の愛を温めあう日となっています。

さて演題は日本の農業が危ないということです。それは先ず我が国の野菜と果物の総消

費量をご紹介します。世界では野菜消費量の 1 位はイタリアで一人あたり年に 190kg です。2
位がスペインで 160kg、3 位はフランスで 140kg、日本は 6 位で 117kg です。果物の１位は

やはりイタリアで 150kg、2 位はオランダ、あとスペイン、カナダ、ドイツと続きます。ア

メリカが 6 位です。日本は 60.3kg で先進国中で最下位です。それに比例して肥満とか高脂

血症、糖尿病などの生活習慣病がどんどんはやり日本人にも増えて行ってます。我々野菜ソムリエというのは野菜

の消費量を増やそうというために生み出された民間の資格ですが、一日野菜 350 ｇ、果物 200g 食べようよう！の

目標のための資格ですが、こうしますと 1 年では野菜 128kg となり、現在の 117kg ですので、あと一歩です。果物

は年 73kg で現況では 80%になっています。この目標値はぎりぎりですが、大体ブロッコリーが 1 個で 300g ぐらい

ですのでこれを半分か 1/3 でこれにジャガイモを 1/3、タマネギ 1/3、にんじん 1/2 くらいたしていくとすぐ 300g に

なります。これさえも現状では日本人が食べていない事になります。トマト 1 個が 200g ですのにそれでも 300g/日
になっていません。果物に至っては 200g はみかん１個です。リンゴは半分くらいです。これでいいのにその 80%
しか食べていません。その結果、農業が売れないから作らないなど悪い構造になっています。なんと農業の耕地面

積が 1970 年に 570 万ヘクタールあったのが 40 年経って、127 万ヘクタールも減ってしまいました。総農家の数も

1970 年に 5,342,000 戸あり、就業人口も 1970 年に 811 万人から 2002 年には 262 万人で 550 万人が農業をやめまし

た。売れない、食べないからです。テレビでよく放送していましたが、白菜が売れないし、一箱 70 円で箱代にも

ならない様な悪循環です。専業農家は 148 万人のうち 65 歳以上が 110 万人です。つまり 60 ％の人で、しかも跡と

りがいません。耕地が荒れ地になってきています。日本の食料自給率は稲作を含めて 40 ％です。60 ％は海外から

もって来ています。世界の天候、戦争など不安定な要素もあるのに心配です。食べ残しなど問題になっていますが、

世界人口 65 億人の中、8 億 5 千万人が栄養不足です。8 人にひとりが餓死しています。しかし日本人は野菜も食べ

ない。そのためいかに日本農業が危機的状況にあるかです。 そこで私たち野菜のソムリエが生産者と消費者の橋

渡しをしようというわけです。

そのために野菜や果物の美味しい食べ方や栄養についての話題提供が私の仕事で、その上に健康管理をすることで

す。これで耕地が改善され村が活気を帯びます。私のソムリエ 9 期生でまだ当時日本で 200 名そこそこでした。当

時は通信教育もなく、東京の新宿の学校に 3 ヶ月通いました。試験を受けました。場所がら新宿歌舞伎町も詳しく

なり「歌舞伎町ソムリエ」と言われたりしています。

もともと日本民族は農業民族です。紀元前 3000 年前 粟、稗、蕎麦を作っていたが 5 世紀頃から中国から水田

の稲作が伝えられました。今回の震災で農地がずたずたにされましたがあそこは種や、苗の大きな産地です。

今は特に高い品目はない様ですが、夏からは野菜は値上げされるようです。先週ラジオでこの話を致しましたが、

千葉、群馬、栃木、埼玉、茨城の５県のものを「産地救援 応援セール」をします。

放射能汚染は沃素やセシュウムなど検査が 1 検体 2 万円かかり、しかも 1 週から 10 日かかりますので、実際的

ではありませんし、政府も曖昧です。白菜の横の大根は大丈夫なって事はありません。土の表面 5cm は汚染されて

いるとしてもトラクターでひっくり返したら汚染土壌は混じってしまいます。すなわち土を表年から 5cm そいで他

の作物を作ればおそらく大丈夫でしょう。
しかし放射能汚染はわからない事が多すぎます。政府も曖昧です。何とか早く立ち直っていただきたいと思います。

最後に日本の将来の農業のかたちは 3 通りあると思います①特別栽培 有機栽培などの減農薬化学肥料 ②工場

での野菜は隔離された屋内の農業であり、栄養が高く、収穫が多く、計画栽培が出来る。③現在の慣行栽培では退

します。

この間能登でお話しましたが、先ず農業人口を増やす事です。農村にとどまっていただく。子供を作って人口を

増やすこと。農業収益を上げるため付加価値の高い野菜を作る。農業を子孫に伝承させる。そのためにどんどん野

菜や果物を食べて産地を支えねばなりません。

いろんな質問に対するコメント

室内栽培の主流はレタス系です。7 種類ぐらいがわたしの店頭にあります。

イタリアは煮込み用のトマトです。これで美味しくなる。

溶液は N、、P、K などが栄養分であり、きれいな水で清潔。アクがないので美味しいし栄養価も高い。

畑にビル建ててしますので沢山とれるし、棚作りで太陽光をを利用することもある。

赤いピーマンの方が青いものより栄養価が 2 倍あります。米食は減ったが、国民の主食でしっかり残ると思います。
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地区協議会について 地区からの御案内

国際ロータリー第 2610 地区

ガバナー 崎山 武夫

ガバナーエレクト 炭谷 亮一

2011-12 年度のための地区協議会ホストクラブ

金沢百万石ロータリークラブ会長 藤間 勘菊

実行委員長 北山 吉明

拝啓 春暖の候、貴クラブ会員各位におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素はロータリー活動ならびに、地区へのご奉仕に心から敬意を表します。

さて、2011-2012 年度クラブ指導者のための「地区協議会」を開催致します。次年度の指導者に必要な技能・

知識を養って、意欲的に取り組んでいただくための研修会です。 皆様方におかれましては、ご多用のことと存じ

ますが、各クラブの出席義務者及び特別出席者の方々のご出席を、よろしくお願い申し上げます。敬具

1.開催日時・場所 平成23年5月15日（日）石川県地場産業振興センター 本館

石川県金沢市鞍月２丁目１番地 ℡ ０７６（２６８）２０１０

2.出席義務者 【次期クラブ会長会議】

出席対象者：ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、

現・次期地区財務委員長、次期監査委員長、次期クラブ会長

オブザーバー：ガバナーノミニー、次期地区財務委員

【全体会議】

出席義務者：次年度 会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・

新会員（入会 3 年未満）

※ 上記にかかわらず、出席をご希望の方には自由にご参加ください。

※ ネームプレートは各自ご持参いただきますようお願いいたします。

3.登 録 料 4,000 円（既に、半額負担をいただいております。）

出欠については、別紙の登録者名簿に記入済みですが、ご確認頂きご都合のお悪い方

は事務局まで

ご連絡をお願いいたします。

4.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 本館 第７研修室

＊今回は会長・幹事・会計部会は別途開催せず、全体会議前に次期クラブ会長会議を開催し、次年度予算のご承認

をお願いすることとさせて頂きたく存じます

11:35 次期クラブ会長会議 受付開始

11:55 次期クラブ会長会議（次年度予算の承認）

12:30 終了 ※終了後、会長会議出席者のみお弁当をご用意させて頂きます。

【全体会議】本館大ホール

12:30 登録開始

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナーあいさつ他

13:30 ガバナーエレクト所信表明

14:05 地区協議会の主旨表明

14:15 米山ホームカミング学友 スピーチ

14:35 休憩

14:45 パネルディスカッション テーマ「今こそロータリーに真価を！」 公開
16:15 ガバナー所感他 以上

16:50 閉会点鐘

次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。
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ガバナーエレクトからの手紙 炭谷亮一

「黒船来航と識字率」

日本が江戸中期にさしかかる１８世紀、欧米では産業革命が起こった。当時の欧米列強は、新

しい市場と植民地を求めて、アジアになだれこんだ。

１８世紀後半、異国の船が日本近海に出没し始める。ロシア、フランス、イギリス、そしてア

メリカである。アメリカは再三来訪し、捕鯨の寄港地として日本を求めた。ペリーの強硬な態

度を拒みきれず、１８５４年、ついに２１５年ぶりに国を開いたのである。日米修好通商条約

というとんでもない不平等条約を結ぶが、なぜ日本は、その当時他のアジアの国のほとんどが

欧米列強の植民地となったのに、日本は植民地にされなかったか、私は理由として次の２点を

挙げたい。

第１点、日本は各藩に馴練され統率された武士という武装集団が存在したこと。

第２点、当時の日本人の識字率は欧米先進国の平均を上回っていたこと。

第１点に関しては、火力に関しては日本は到底欧米にはかなわないが、戦火を交えれば、武士の存在が有り、欧米

も無傷ではいられず、かなりの被害が見込まれていた。

第２点に関しては、そのような識字率を比較する統計など当時は存在しなかったが、日本を植民地にしようと

江戸湾に侵入して来た、イギリスの提督ビッグドルが、江戸の民衆はどんな生活状態なのか見ようと望遠鏡を使っ

て観察していると、野良作業を終えたフンドシ姿の農民が本屋で立ち読みしている光景を発見し大変驚き、こんな

に文化程度の高い国を植民地にしたら、日々反乱が起こり、這々の体で逃げ出すのが落ちだと考え、日本を植民地

にすることをあきらめたというエピソードが残っている。

識字率の高さが１５０年前の日本を救う一助になったことに教育の重要を改めて再認識した（１５０年前の日

本人の識字率３０％、イギリス人は１５％と言われている）。

地区大会実行委員会のご案内
日 時 ： ４月 ２８日（木） 例 会 後 場 所 ： ホテル日航金沢

議 件 ： １．地区大会の４月の業務進行状況

２．地区大会の５月の予定

３．その他

今回は次年度理事役員会も開催します。案内については別途させていただきます。

※ご都合のお悪い方は 御連絡下さい。

理事役員会より 2011.4.14
5/10 ソバナさんがきます。3 日間東京へいきます。その他

１ クラブ震災義金 1,122,760 円 使用方法は 地区として検討報告を

１ R 財団留学生推薦 新潟大の北山さんは石川県の人で金会員紹介、美大助手の石田さんは宮永満祐美紹介です。

5 月に試験あり。

３ PETS の会計報告 北山会員 事務費の一部（録音など）は地区協議会で請求

４ 地区協議会スケジュール説明 前日は午後と夜間に準備？

５ ソバナさんのスケジュールの調整

６ 世田谷中央 5/17(火)12:30 百万石クラブが来れば夜懇親会するとの事、 東京の宿泊などの申し込みは ATLAS
佐藤さんからきています。出席会長・幹事他 7 人 5 万円の祝金

２ 5/7（土）昼頃に街頭募金２～３時間 各クラブで実行 魏さんにまかす。申請書を東署？に（会長）

４月以降の金沢市内8RCの例会変更
金 沢ＲＣ 5/25（水）18:00～ 金沢ニューグランドホテル「チャリティ・オークション」6/8（水） 休会

金沢東ＲＣ 5/2（月）休会

金沢西ＲＣ 5/6（金）休会 5/27（金）6:30大乗寺「早朝例会」6/24（金）18:00～金沢都ホテル「最終夜間例会」

金沢南ＲＣ 6/28（火） 休会

金沢北ＲＣ 4/28日（木）休会 6/16（木）休会 6/30（木）18:30～ 松魚亭 「最終夜間例会」

金沢香林坊ＲＣ 5/2（月）休会

5/9（月）休会 6/20月）18:30～「やれやれ会」

金沢みなとＲＣ 5/31（火）休会

金沢百万石ＲＣ 5/26（木）休会


