
- 1 -

金沢百万石

地区協議会 特集号 石川県地場産業センター本館 第７研修室 2011.5.15（日）

【次期クラブ会長会議】
崎山ガバナー：災害で公営住宅に お

られる方に高岡市にて各 10 万円 渡し

激励会をしました。70 名でした。残金

の内 1300 万円は全国ガバナー会に送

る事にしました。今後、両親ををなく

した子供たちの教育費とか生活費に

して何年も支援したい。

ＲＩ規定審議委員会は 3 年に１回ありますが、次は

2013 年で久保パストガバナーにお願いした。私は補欠で

す。

炭谷エレクト：今回の災害資金はおかげさまで沢山集まりましたが、来年もいくらか集めたい。子供の教育資金に

したい。（詳細ガバナーエレクト臨時研修連絡会から ５P参照）

後出次期財務委員長：先日の PETS で内容は説明していますので、本日はポイントのみにします。まずこの予算案

は地区の監査委員会並びにガバナー諮問委員会には承認済みです。

①地区の人頭分担金については ポイントとして 2011 ～ 12 年度は想定会員数が前年度より 100 名減るとみて 2600
名としました。

②地区資金人頭分担金は 3000 円から 500 円減らし 2500 円とします。

日本ロータリー拠出金は 300 円、ガバナー会に 200 円、RIJYEC に 100 円は不変です。

地区拠出金として 国際青少年に 1800 円、IA、700 円、RA 700 円も不変、次年度は GSA ありますので 500 円を

設定しました。

ガバナーエレクト事務所負担金 1900 円は不変、地区大会分担金は 3700 円で 500 円減っています。

結局、地区資金分担金を 1000 円減らす予定が GSE の 500 円が増えて、500 円昨年度より少ない 15500 円／人とな

りました。予算合計 1507 万円です。

大きい変更はクラブ奉仕事業費でロータリー PR のために 100 万円計上しました。ライトアップや職場体験フォー

ラムがあります。

特別会計は地区国際青少年交換、インターアクト、ローターアクトは前年度と同じ、世界社会奉仕はラオスの農業

センタ－計画に 200 万ですが、書き損じはがきや粗食の

日などのアイデアで何とやりたいとおもいます。

司会：意見がなく賛成なら 拍手して下さい。 拍手
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クラブ例会予定 2010-2011 年度

55/26 「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」 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：

皆さんこんばんは 地区協議会

は皆さんの力が一つになってい

ました。反省点もありますが、

よかったと思います。

北山先生、ありがとうございま

した。当日いらっしゃれなかっ

た方も前日など陰の力がなによりでした。私去年で 20 周年の古典芸能鑑賞教室をしました。今年から 21 年目にな

ります。99 回続きました。子供たちは今のお子さんたちは意見も行動もはっきりしているんだなと思います。

ゲスト紹介 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 若松 明夫 様 （卓話者）ソバナ・バジュラチャリ
ャさん 土田友信様、土田陽智（あさと）くん、土田千佳子さん
ビジターの紹介 なし

炭谷亮一ガバナーエレクト：

ビデオ鑑賞：炭谷亮一ガバナーエレクト：POLIO イ

ルミネーション 5/17 世田谷中央 15 周年でも上映

いたしました。

幹事・委員会報告
宮永満祐美幹事： 先日、世田谷中央 RC の 15 周年記念例会に行ってまいりました。とても素敵

な会でした。お土産をいただきましたので、後でデザートの時に分けていただきます。クラブか

らのお土産かと思いましたが、近藤さんと名前がありました。それから皆様にご連絡ですが、金

沢８ RC の名簿作成の時期が来ています。もし変更ある方は事務局までお願いいたします。連絡

なき場合は現状通りとさせていただきます。今日はどなたか変更の方いらっしゃいますか？いら

っしゃらない用ですね。

今日は次年度の理事・役員会と地区大会の実行委員会がございます。お残りください。

炭谷ガバナーエレクト：地区協議会も無事終わり、有り難うございました。僕自身ほっとしてお

ります。前日の 5/14 に高岡で石川県と富山県の公営住宅に避難されている方に「励ます会」とい

う名前でお金をお配りいたしました。その時、お二人の方が体験談をなさいました。本当に同情を禁じ得ませんで

した。最初、80 家族集まりましたが、堅い表情でしたが、兎も角、その時、会場はほっとした雰囲気になりました。

まあ 120 ～ 130 家族おられるそうですが、取り合えず 80 家族にだけ差し上げました。後希望されている方にはこ

ちらの方からお持ちするそうですが、個人情報の関係でなかなか名前などが難しい様ですね。まず県が被災者に問

い合わすことから始まります。おくれましたが何とかいきました。どうもご協力有り難うございました。

多田利明会員：今度の 5/22（日）ですが金沢城ハ－フマラソンがありますが、走

者は炭谷さん、魏さんだけですが、誰かおられませんか？魏さんの子供さんが 4
人、竹田さんの子供さんで、応援は二木さん、若狭さんと私で、11 時スタートで

す。ご苦労さん会もします。名鉄エムザ菜香楼です。

ＳＡＡ：山野市長も走ります。

若松明夫ガバナー補佐：あっという間にガバナー補佐の任務も終わります。お役にたつ前に終わ

り、心苦しいですが、また次年度の炭谷ガバナー年度に皆様方のご活躍とクラブご発展を祈念い

たします。本当に有り難うございます。

食事と歓談

ニコニコＢＯＸ ¥23,000 本年度累計 ¥748,539 残高￥3,234,123-

石川第一分区Ｂガバナー補佐 若松明夫様 ガバナー補佐の任期を終えるにあたり、未曾有の国難に遭遇し、ロ

ータリークラブの今後の活動への示唆を知り得られたように思っております。東日本の復興を願いつつ、貴クラブの

ご発展をお祈り申し上げます。

藤間会長 地区協議会、皆様お疲れ様でした。若松様、ようこそ。土田千佳子さん、地区協議会では大変

お世話になりました。宮永幹事 � 世田谷中央ＲＣに参加してきました。とてもステキなクラブでした。�
会社の駐車場にツバメの巣を作っています。縁起がいいかも・・・。

� 地区協議会お疲れ様でした。� ソバナさん、ありがとう。

６０３回

ホテル日航 5F
2011 5.19（木）

出席率 23/36 63.89%
修正出席率 69.12％



- 3 -

西村会長エレクト ソバナさん、地区協議会お話素晴らしかったです。炭谷Ｇエレクト 若松ガバナー補佐、今夜はご苦労様です。

石丸会員 多くのイベント皆様大変でしたが、出席率はうんと上がりました。又、よろしくお願いいたします。 岩倉会員 若

松ガバナー補佐、本年度はありがとうございました。ソバナさん卓話よろしく。最後に地区協議会大成功に終わり、北山委員長

はじめ皆様に感謝。 江守巧・道子会員 ソバナさん、ありがとうございました。又、金沢に来てください。木場会員 地区協

議会のソバナさんの卓話素晴らしかったです。北山先生 完璧でした。 杵屋会員 地区協議会、お疲れ様でした。大成功では

なかったでしょうか。地区大会も力を合わせて、頑張れそうな気がします。 土田会員 先日から皆様お疲れ様でした。今日は、

ソバナさんの卓話をお聞きしたくて３名お連れしました。ソバナさん宜しくおねがいします。お疲れ様でした。 水野会員 地

区協議会無事に終わって良かったです。ソバナさん、ようこそ！！ご活躍とご健康をお祈りしています。

講話の時間 「米山ホームカミングの報告」 ソバナ・バジュラチャリアさん

講師紹介 吉田昭生会員 13 日に午前 11 時に小松空港に到着し、なかなか出て来ないので、どうしているの
かと思っていたら、検査が厳しかったそうです。出てからまた私服の刑事みたいな人が来てどこから着きまし

たか？と「パスポート見せて下さい」ということがありまして、今,ビンラディンの関係で厳しいそうでした。「ネ
パール大使館職員です。」で納得しました。5/14 は地区協議会の下見に行き、5/15 は本番でした。朝 10:30 頃か
ら会場にいきました。

5/16 は午後、尾山台高校で、教職員のための卓話をしました。夜は招竜亭で「ソバナさんを囲む会ー地区協議
会慰労会」があり、26 名の方が出席され有り難うございました。5/17 は午前中から夕方まで、ネパール協会の

先日集まれなかった方がランチ会がありました。5/17 晩は金沢に今きている 3 名の留学生がアリス専門学院の竹沢さんの学校に
お伺いしまして、お会いしました。まだ 2 ヶ月しか経っていませんので、分かれるときに涙を流して、一緒にネパールに帰りた
いという感じでした。19才の男子学生 2名と 22才ぐらいの女子学生さんが来ていました。なにを食べたいかききますとカレーで
すという事でした。5/18 は午前中は金沢 RC へ卓話に私と一緒に行ってまいりました。その日の午後は金沢大学文化人類学の教
授で副学長しておられたかの鹿野達彦先生にお会いしました。先生は今小松短大の学長をしておられます。夕方、金沢駅でその

先生と小松のネパール協会の方におあいするとかでネパールの留学生とカレーをたべました。ソバナさんは大変いそがしい日程

で時差ぼけを直す暇もないくらいでした。

ソバナさんは石川さゆりの「天城峠」がすきで、あの日本人の心情を理解できる人ではないかと思います。

講話：皆さんこんばんは私が話すことをみんな話してくださいまして、話すことがな

くなりました。久しぶりに金沢にきましたが、もう明日帰ろうと思います。しかし、何

かずーと金沢にいたような気持ちになりました。特に百万石 RC の皆さんの顔をみている
と毎週例会に出ているような気持ちです。スケジュールいっぱいで眠れなかったです。

このアフターケアみたいなホームカミング制度はいいと思います。

私が皆さんに安定した仕事に就けたことやネパールも安定してきた事を報告できること

はうれしいことです。ネパールにかえって 4 日目から就職ができたことは一番うれしい
事でした。ネパールの日本大使館や国連関係の事務所や JICA で働いている日本人にネパ
ール語を教える仕事など、ネパール的にのんびりしないで矢次ばやに仕事を始めました。

その結果、またいろいろ仕事が回ってきました。

今、災害の関係で日本からネパールの留学生は戻ってきていますが、この人も仕事を探

しています。日本語のできる人がどんどん帰国するとガイドや通訳の仕事の競争がはげ

しくなります。最近、韓国語がブームで勉強する人も多くなりました。その教師は家族を養えるぐらいです。

この７日間は吉田さんのお内に大変お世話になりました。朝は住職のこんこんとやる音で目覚めます。奥さんにも

お世話になりました。携帯持たないので、大変、如来寺にお世話になりました。

今回の震災は、本当に世話になっていた日本の事をネパール人は考えました。どこへ行っても祈っています。食べ

物は日本大使館で試食しています。皆、やりたい気持ちでした。日本大使館にいますとよくわかります。TV での
映像を見て、普通「自然の神様の怒り」でみています。なぜ日本にこんな怒りが？ 神様にお願いして祈ったりし

ています。市場など買い物をしても日本人にあうことが 多くて、遠い国のイメージはありません。

明日帰ることになりますが、またどこかで会えると信じています。米山の留学生もかえっていますし、学友会でも

できたら思います。今後ともよろしくお願いいたします。

インチョンーネパールは５時間半くらいです。香港経由の方が短いです。

日本感覚での私の清潔感には家族もすこしづつなれた様です。動物の生け贄の血をつけると車は人間の血を浴びる

ことがないなどへの反対には大変おこられました。、主人がご飯を作るなど革命的な事もあります。

女性の政治参加などはまだまだで教師や観光のエゼンシーです。産婦人科の女医は沢山います。

姉妹クラブのアイデアも教えてください。育児の母親の識字率も重要です。

会長 クラブからのお土産をわたす。 拍手
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４月以降の金沢市内8RCの例会変更
金 沢ＲＣ6/8（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

炭谷ガバナーエレクトの手紙 ５/１２ 炭谷亮一
「世界最古の大学」

世界最古の大学は、１１世紀に創設されたイタリアのボロニア大学とフランスのパリ大学だと言われている。日

本では平安時代で、紫式部が源氏物語を執筆した。そのちょっと後にもう最古の大学は創設されていた。

主要大学創立ランキング

１位 １１５８年 ボロニア大学

２位 １２１５年 パリ大学 （認可された年）

３位 １１３３年 オックスホード大学

４位 １２０９年 ケンブリッジ大学

５位 １３８６年 ハイデルベルク大学

１６３６年 ハーバード大学

１８５６年 東京大学

１８９８年 北京大学

ボロニア大学は１１５８年、神聖ローマ帝国皇帝フリードリッヒ・バルバロッサの特許状を得て、法学研究を

主とする大学として公認された。１３世紀にはローマ法王の認可を受けた。その頃既に医学・神学・哲学の各分野

が設置され１４世紀には数学部も加えられた。ボロニア大学は今でもイタリアを代表する大学であり、医学と哲学

がことに有名である。

「タバコの真実」その３３ ２０１１．５．２６．村田祐一

なろうと思えばなれる肺がん！と肺気腫！

タバコを１日に１箱吸っている人は１年に約２００ｍｌあまりのタールを肺に流し込んでいると計

算されます。一度に流し込まれたら窒息死しますが、体は健気にも毎日毎日入ってきたタールを押

し戻しています。それでも少しづつ蓄積されていきます。そして肺を蝕んでいきます。肺気腫は肺

胞が破壊され、酸素交換作用を阻害される病気です。症状が進むと少し体を動かすだけで息苦しさ

ソバナさんを囲んで
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を感じます。ロータリアンの中にも壇上でお話をされる重鎮の中にゼコゼコしながら話されている方が罹っている

と思われます。重くなると夜寝るときに酸素ボンベが必要になることもあります。この症状は確実にタバコを吸っ

ている限り一歩一歩悪化します。肺がんになった人の4分の3がタバコが原因ですが、茹でガエルになって気がつい

たらゼコゼコ状態のＣＯＰD（慢性閉塞性肺疾患）も恐ろしい病気です。以前にも話しましたが、ブリックマン指

数、一日に数タバコの本数×喫煙年数で表します。その指数が400以上：肺がんが発生しやすい 600以上：肺が

んの高度危険

群 1200以上：喉頭がんの危険性が極めて高くなる となっています。喫煙者の皆様ご留意ください。

「タバコの真実」その３２ ２０１１．５．１９．村田祐一

今回は肺がんになると医療費はいくらかかるか？肺切除術を含めて初めの４月間に約３２０万円かかると試算され

ます。内訳は最初の月は手術費１４４万円と検査その他、翌月は検査、薬の費用など約８０万円、３，４月目が各

２０万円。自己負担は？月に１０万円くらい。高額医療費のため２８０万円は戻ってきます。還付金は国民の税金

から。明らかに「体に悪いこと＝喫煙」をして、医療費を人よりたくさん使う。どこかの国、確かシンガポールだ

ったと思いますが、健康保険を使用しない分保険金が安くなり、また親族間でその健康保険を使用しない分をお互

いに融通し利用できるとの事。とても合理的です。日頃から健康に留意して税金をあまり使わないようにしている

人とそうではない人に何らかの差があっても良いと思います。

先日の「地区協」のフリー討論時に「たばこ問題」を取り上げましたが、大震災対応ではぐらかされました。ロー

タリーの今後の健全な発展を考えるときに避けて通れない問題です。社会奉仕の6つの目標のうちの２つ「疾病予

防...」「母子の健康...」に直接、間接喫煙が悪影響を及ぼしています。原発も以前から様々な人たちが警鐘を鳴

らしていましたが経済優先で安全性が軽視され、東電では技術畑の人が経営陣からパージされ今回の人災を招きま

した。また震災義援金を台湾から一番多く頂いている（約160億円）のに、大陸中国に遠慮してあまり大きく取り

扱われていません。震災49日の法要に来日されたダライ ラマ氏も同様に取り扱われています。人としての礼儀を

失して残念です。炭谷ガバナー時にはイノベ―シオンでタバコ問題もおおいに前進させてください。

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

ガバナーエレクト臨時研修連絡会から
炭谷年度ももうすぐです。次期期ガバナーの思い を詳しくのべています。呼んで見て下さい。
司会 岩倉舟伊智次期幹事：あと一ヶ月ぐらいで炭谷年度です。本日は再確認と忌憚のないご意見をいただきたく

思っています。

炭谷亮一エレクト： 今日は臨時のガバナー補佐会議です。3/11に大震災、3/13をPETSをしましたが、またすぐ東

海沖地震も来るかも知れません。不安でしたが、今 やっとcool headになれました。

ラオスの金看板はずすのか？ともいわれましたが、災害のあとですが当初の企画のラオス農業支援センターは成

し遂げたいと思います。すぐ品種改良とか言うことではなく、センターが将来的に農業学校や大学に進化するの願

っています。 ラオスの農業には指導者がいません。野々市RCの中村啓二郎さんは年間半分は泊まり込んで残りの

人生を捧げるとおっしゃっています。実行すれはラオスのために大変役立つと思います。

日本は今大変ですが「強い国」です。強い国とはいつも自国のみならず世界の事も考えている国と言うことです。

例えば小松東RCはラオスに２５周年記念に震災の時でもありますが、保育園をもう一つ寄贈されます。PETSの時も

福田さんは「いかなる事があってもやれ」といわれました。震災はエキストラマネーの一億円キャンペーンの義援

金をお願いしました。直接、クラブが寄付された分もふくみますが、さすが2610地区は9千万以上で崎山ガバナー

はすごいなと思いました。歴代ガバナーで一番名前を残すのではないかと思います。

もちろん、エキストラマネーで災害に対してはこれからも私自身も大いにやりますが、この私の提唱しているこの

国際社会奉仕事業のラオス事業にもどうかロータリーの友情で、地区の会員皆様が全員が参加される事をお願いい

たします。資金的には私自身も出来る限り頑張る覚悟です。
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ロータリーの変化：1990 年を境に大きい変化がありました。その一つは 1987 年の女性会員が米国連邦裁で認めら
れた事です。1989 年に規定審議会で入会許可になりました。それ以来多くの女性がはいりました。「男を鍛える紳
士クラブ」でした。ある意味では free mason でした。奉仕は 2 の次でした。ロータリアンであることを宣伝す
ることもなく、むしろかくしていました。しかし、情勢が入るとガラリとかわりました。530の地区で 68人が女性
ガバナーで 13％です。小松東 RCは最初からアマゾンの奉仕事業をしていますし今回もラオス事業をしています。
2004 年あたりからロータリーはボランティア団体に舵をきりました。ロータリーの友の編集長の二上典子さんを今
度の地区協議会にお呼びします。 ①クラブのサポートと強化 ②人道的奉仕強化と重点化 ③ロータリーのイメ

ージアップ化 これで 資質の良い会員を入れて良い人道援が出来ると言う事になります。こうすれば会員も増え

ます。

目指すは世界に冠たる奉仕団体です。

岩倉舟伊智地区幹事： 震災の義援金は高岡で贈呈式を行います。来られる方には直接、そうでない方にはもっ

いぇいきます。5月 13日 pm1時からです。

炭谷亮一エレクト：1300万は全国 34地区ガバナー会におくりました。

意見交換 ラオスのみならず今度の災害費はロータリーの支援は大事な奉仕のチャンスでもあり、イメージアプに

もなる。これまでもスリランカの災害で学校を作ったりした。

「ラオスの事ばかり強調する時期でもないだろう。」の意見もあったが、近藤パストガバナーは金額的に全然違う

活動なで、次元がちがう、しかも全クラブにラオスの奉仕の協力を求めているのではなく、ガバナーの趣旨に賛成

の RC でよいのである。ただ、それでは地区主導の国際社会奉仕であるから、みな納得して少額でも参加してもら
えれば嬉しいことでしょう。

もちろん炭谷亮一年度も地震災害の対処はしますが、毎年一億円は無理で、小さくなります。

炭谷亮一ガバナーはラオスは年 800円／人程度ですので、是非全会員参加行事でお願いしたいと言うことでした。
日本にロータリーが東京だけで、まだ根付かなかった時に東京大震災があり、米国のロータリーから多大の援助

があり、これが日本のロータリー発展の元になりました。

2610 地区の募金は断トツに日本一です。 危機管理委員会のための基金もいると思います。 そして迅速行動も必

要かと思います。 等のどの話がありました。

米山奨学生について：日本語について理科系は下手で損、平和と日本を理解をして貰うために、人物が本意で行

きたい。米山は事務費殆どなしです。

炭谷亮一エレクトの５つのテスト 真実かどうか みんなに公平か 好意と友情をふかめるか みんなのためにな

るかどうか 勇気があるかどうか 古来のの日本人職業道徳でもある。

近藤パストガバナー：ロータリーの友をよんで下さい 陛下のお言葉 姫軍氏の事など。

地区協議会アルバム 石川県地場産業センター本館 第７研修室 2011.5.15（日）

【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

本番前の打ち合わせ北山司令官のもといざ出陣

多田会員とアルバイト生 駐車場担当 コーヒーサービスの会員
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次期クラブ会長会議 崎山ガバナー 次期クラブ会長会議 炭谷ガバナーエレクト

藤間勘菊会長挨拶

炭谷ガバナーエレクト

後出次期財務委員長

パネルディスカション

司会の中川パストガバナー

スライドをする村田前会長

司会の若狭会員

「今こそロータリーに真価を！」 パネラー

ソバナ・バジュラチャリアさん
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二上典子氏 禁煙のすすめ

村田会員

質問の木場会員 ガバナーの新バッジを

地区大会のお知らせ

吉田昭生実行委員長

次年度地区協議会

開催の挨拶

岩城勝英会長エレクト

（富山西 RC）

点鐘の炭谷亮一ガバナーエレクト

ご苦労様

北山吉明実行委員長

クラブ例会予定 2010-2011年度
55/26 「水害に強いまちづくりに向けて」 市内水整備課

課長林 昭一様

6/2 金沢市

6/9 宮川様 椎茸栽培について

6/16 山縣秀行様（寿屋 社長）

6/23


