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金沢百万石

地区協議会開催 2011.5.15（日）
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

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
1.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

「今こそロータリーに真価を！」

16:15 ガバナー所感他

16:50 閉会点鐘

地区協議会特集は次号
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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 東奎 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

5/12 地区協議会打ち合わせ

5/19 バチュラチア・ソバナさん

若松ガバナー補佐５月１９日（木） 来訪

5/26 「水害に強いまちづくりに向けて」 「水害に強いまちづ

くりに向けて」 沢市内水整備課 課長 上野 様
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点鐘
SONG 奉仕の理想
四つのテスト
藤間勘菊会長挨拶：5 月 7 日にエム

ザ前において東日本災害のための金

沢百万石クラブの街頭募金活動をい

たしましたが子供さんの一生懸命の

おかげで 1 時間でしたが可成り集め

ることができました。 有り難うございました。しか

し、通行人の中には厳しい批

判をする方も一人いました。

岩倉舟伊智次期地区幹事：被災者の方へのロータリー募金は県庁を通して避難の 133 世帯

に 10 万円づつお渡しする事にしました。

ビジター：なし ゲスト： なし

皆出席の顕彰 ４カ年 多田利明 会員

食事と歓談

ニコニコＢＯＸ
¥12,000 本年度累計 ¥725,539 残高￥3,211,123-

藤間会長 もうすぐ地区協議会です。皆さん宜しくお願いいたします。７日の募

金も５万円以上集まりました。 宮永幹事 先日の街頭募金お疲れ様でした。欠席して申し訳ありません。井

口会員 お久しぶりです。日曜日の地区協議会頑張りましょう。岩倉会員 大災害の募金活動で御苦労さまで

した。明日、高岡で義援金の贈呈式を行って参ります。申会員 久しぶりです。地区協議会よろしく。 炭谷

会員 ５／７（土）東日本大災害の募金活動大成功でした。魏さんの子供さん、土田、上杉さんのお孫さん大

活躍でした。関係者の皆様御苦労さまでした。 永原会員 今日、視察で宮城県に行ったついでに一時間くらい岩沼市（仙台空

港の近くの津波の被災地を見てきました。家・田畑すべての財産を一瞬にして失った人たちの人生の運、不運を目の当たりに見

てきました。

幹事・委員会報告
宮永満祐美幹事： 街頭募金には有り難うございました。ソバナさんお歓迎の件、地区協議会の

件 世田谷中央 RC の 15 周年記念例会への出席の件 昼は例会で、 夜はスカイツリーを見ながら

百万石クラブのための懇親食事会です。

炭谷亮一ガバナーエレクト：ラオス農業センターの件 、2610 地区の仕事としてお

こないますが、牽引と主導は百万石クラブです。いくつかのクラブが関与します。

運営は野々市クラブの中村さんにお願いします。あとの人生をこれにかけて下さる

との事です。ここのセンターはまずは大仕掛けではなく勉強と実験教室みたいなも

のからはじめ、これが農業学校、さらに農業大学にでも発展してくれれば幸いです。

西村邦雄会長エレクト：この件は百万石 RC としては前と同額拠出ですか。

講話の時間 地区協議会 打合せ

詳細は省略 プリント参考

点鐘

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

金沢西ＲＣ 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 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 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

６０２回

ホテル日航 5F
2011 5.12（木）

出席率 28/36 77.78％

修正出席率 69.12％



- 3 -

炭谷ガバナーエレクトの手紙 ５/１２ 炭谷亮一

国際貢献と国益と NGO ５/１９掲載用

日本では「国際貢献」と言うと、「国益にはならないかも知れないけれど、国際社会全体にとっ

て大事なことだからやるんだ」みたいなニュアンスを感ずる。つまり日本では、世界益と国益

は別個のものだと捉えられがちだ。一方、欧米の人々にとって、世界益と国益は矛盾せずに受

け入れられている。彼等は世界益が国益にとっても重要だと考えているので、「国際貢献」は国

益に合致していると考えている。

欧米は過去の植民地支配により産業革命を推し進め、近代国家としての基盤を形成して来た。

ところが、途上国から余りに資源や労働力を搾取しすぎると、途上国の不満を持つ人間が反乱

を起こし、経済システム自体が崩壊することを経験則として学んだ結果、途上国の人間がヤケ

を起こさない様にセーフティーネットを作らなくてはならないとして誕生したのが、「NGO」である。したがって、

欧米による途上国の援助とは、底辺の人間が死なない程度のセーフティーネットを提供しているに過ぎない。

一国の政治体制を根本的に変革する事が必要な状況では、国際協力が邪魔になる場合があり、又、海外からの

援助は、貧しい国の支配者側にとって都合がいい場合が多い。なぜなら少なくとも国内の不満の爆発を抑制する効

果があるからである。

以上、総合的に考えてみると、国際貢献とは、なんともやましいものである。

南光州４１周年と会長 役員離就任式の案内
ご希望の方は、是非ご参加下さい。詳細は下記の通りです。 （金会員まで６/３（木）〆切 御願いいたします。）

２パターン用意しました。

A)６月２６(日)富山発インチョン着 移動金浦より光州１泊夜歓迎会

６月２７日記念例会 PM 6 時３０分

夜行バス似てインチョン空港へ２８日午前富山着

費用は概算でエアー ホテル一拍 韓国内移動 約７０，０００円

B)６月２４日(金)富山発２４日２５日ソウル泊まりソウル２泊光州１泊

２６日 日曜日出発組とインチョン もしくは金浦で合流 南光州へ出発。

エアー ホテル３泊 国内移動 約９０，０００円

人数と泊まるホテルで金額は変割ります。 事務局 相川

バチュラチア・ソバナさん の歓迎会 2011.5.16 招龍亭にて

他ゲストのネ

パール協会の方、船田節子さん（西村会員の妹さん）と唐木いつ子さんです。

ネパール協会の 武藤清秀さん（右）と山本祐一さん（左）
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東京世田谷 RC と合同 東京世田谷中央 RC 創立１５周年記念例会
炭谷亮一 岩倉舟伊智 宮永満祐美 石丸幹夫 石丸恭子が出席した

日時：２０１１年５月１７日（火）１２時３０分～１３時３０分

場所：ホテルニューオータニ ガーデンコート棟５階「アリエス」

東京世田谷 RC 第 2309 回例会 東京世田谷中央 RC 第 683 回例会

進行役 原川久司幹事

点鐘･開会 太田恒久会長

ロータリーソング・季節の歌 坂本博士ソングリーダー

松島美知子ソングリーダー

来賓紹介/ゲスト・ビジター紹介 今井邦靖会長エレクト

世田谷中央 RC 会長挨拶 太田恒久会長

特別代表祝辞/乾杯 村田英憲特別代表

世田谷 RC 会長祝辞 髙橋茂樹会長

米山友愛 RC 祝辞 野村緑幹事

金沢百万石 RC 会長代理祝辞 石丸幹事次年度地区筆頭副幹事

記念寄付：Ｒ財団 髙橋茂樹地区Ｒ財団副委員長

米山記念奨学 吉井栄地区米山記念奨学副委員長

祝賀 皆出席/感謝状贈呈 世田谷中央 RC 該当者

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

山口和子ポリオ撲滅チャリティ織物展報告 髙橋茂樹会長

国際ロータリー第 2610 地区ガバナーエレクト御挨拶 炭谷亮一様

閉会・点鐘 髙橋茂樹会長

報告
SONG Reader 東京世田谷 RC のテノール

歌手坂本博士さんによる 4 つテストが入

った歌 肩をくみ－－－ や 「かっこう」

ではじまり、2 部輪唱でも合唱されました。

東京神宮 RC や東京米山友愛 RC など多くの

ゲストがありました。

太田会長：明日は地区協議会もありますの

で世田谷 RC との合同例会になりました。

昨年は金沢にまいりました。

世田谷 RC 会長：1996 に誕生で 15 周年

polio チャリティを一緒にしました。発展のお祈りします。ーーー

金沢百万石 RC：石丸会長代理：まず震災のお見舞い と世田谷中央

RC のお祝い、調印式の話、世界の平和のためのロータリーについてで祝辞をのべました。

米山友愛 RC 会長：祝辞
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ロータリー財団寄付や皆出席者やピアノ伴奏者表彰があり、もう後少しの Polio撲滅までは RIの次の目標はくま
れないとの説明がありました。

炭谷ガバナーエレクト卓話：13%が女性ガバナーエレクトでした。研修は奉仕、奉仕でした。奉仕
は女性会員を認めたことにあるものと思っています。優れた会員、イメージアップ、世界に冠たる

奉仕団体になること、百万石クラブも 30 ％が女性で常に奉仕活動をしています。私どもはまたラ
オスの国際社会奉仕には世田谷中央クラブの多大なご支援をいただきました。これなくては実行不

可能でした。（ユーモアたっぷりでユニークなガバナー研修報告でした。）

あとポリオプラスの金沢城ライトアップ音声入りビデオ

上映がありました。

夜は浅草の

「むぎとろ」にて

とろろ懐石で歓迎

会をしていただき

ました。

スカイツリーが

墨田川の向こうに

みえる。


