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金沢百万石

地区協議会 特集号全体会議
石川県地場産業センター本館 本館ホール 2011.5.15（日）

会長挨拶 本当に日本は大変な事になどうしたら立ちなおれますか？今でこそロー

タリーです。2610 地区からこの力をとおもいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

崎山ガバナー：炭谷亮一さん思いもあり、、すばらしい協議会になりますようお

願いいたします。

義援金も目標に殆どちかくなりました。眼に見える形で使いたいとおもいます。

まず石川と富山に公営住宅に避難しておられる方に 10 万円ずつおわたししました。また全国のガ

バナー会にもお渡ししました。（詳細前号）－－－

炭谷亮一エレクト

運営方針： Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

私のガバナー年度にどうしてもやり遂げたい事業はラオスの国際社会奉仕事業ですが、ま

さに現在ここは 2610 地区の国際社会奉仕事業のショウウインドウです。これれまでもこれ

からも多くの奉仕の実績があります。これからはもっと多くのクラブに参加して貰って行き

たいとねがっています。そして念願の農業教育のセンターをスタートさせたいと思います。

しかし東日本大震災の支援のあり方についても考えています。

①カルヤン・バネルシー 2011-12RI 会長の家族ー継続ー変化、

RI 長期計画としてクラブサポートと強化。人道奉仕の重点化、公共イメージと認知度の向上

ロータリー財団夢計画 新しい

補助金は地区に裁量をゆだねます。

グローバル補助金（クラブ単位）

は数クラブで力を結集する。地区が大きく継続実行。

②地区の運営：会員増強 広報 職業奉仕 国際奉仕

社会奉仕 新世代 ロータリー財団 ＧＳＥ 米山記念

奨学会について ＩＭ 最後に金沢百万石の目玉キャン

ペーンの喫煙について（ＲＩ細則にもあるように非喫煙

者の事も十分考えて下さい。 詳細は冊子参照

司会の若狭会員
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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」 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
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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： 皆さん今晩は。

毎日、テレビや新聞週刊誌をみますと

むなしいほどに、異常な原発の話題ば

っかりです。原発は安全と本当にそう

思っていたのか、その補助に甘んじて

いましたのか？問いつづけていましたが、やはり反対

運動もあったと理解しています。今日は市役所の方が

来ておられますが、お役所というところは信用出来ないところだという事がよくわかりました。「すみません、話

は原発の事でございます。」やっぱり、そんな安全な筈がないとずーと思っていました。中国も安全な原発と人民

に知らせて来たと聞いていますが、私たちはもっともっと疑っていなかったのかと本当に残念に思います。またお

肉の問題ですが、あんな三つの子どもに生のものを食べさすなんて、やはり親の責任もあるのではないのかと思い

ます。日本人は何でもお役所や上の人に責任をとって貰う風潮がありますが、やはり各自が責任を持った行動をし

なければならないのではないかと思います。

ゲスト紹介 （卓話）金沢市内水（ないすい）整備課 林 昭一課長
米山奨学生 李 暁燕（リギョエン）さん（来月 中国へしばらく帰国）、

ビジターの紹介 金澤東ＲＣ 川本紀夫様
米山奨学金の授与 李 暁燕（リギョエン）さん

食事と歓談
幹事・委員会報告

宮永満祐美幹事： 先日の地区協議会でのあまりましたコーヒー豆をやすくし

ますので、お買い上げ下さることお願いいたします。ニコニコにいれます。５袋 1000 円です。１

袋 100 ｇです。大変美味しいコーヒーでした。

地区体会の担当分担表をさらに細かく作りました。該当の方はお願いいたします。

多田利明会員：5/22 金沢市リレーマラソンに沢山のお子様が来ていただきました。

おかげさまで今までの最高タイムでした。一人平均 10 分をきりました。炭谷さん

は 11 分 28 秒でした。194 チームの 77 番でした。来年はガバナー！ 10 分きって下

さい 拍手

ニコニコＢＯＸ ¥24,000 本年度累計 ¥772,539 残高￥3,258,123-

※ コーヒー買い上げ 16,000円

藤間会長 林様、ようこそ。卓話宜しくお願いいたします。李さん ようこそ。宮永幹事 林様、ようこそ

お越しくださいました。李さん、いつもありがとう。 炭谷会員 金沢城マラソンの関係者の皆様御苦労さま

でした。 岩倉会員 林課長様、本日の卓話宜しくお願いします。李さんいらっしゃい。木場会員 李さん、

ようこそ。博士論文の草案が提出できたとのことおめでとうございます。魏会員 皆さんこんばんは。先週の

日曜日の百万石マラソンリレーご出場の選手の皆様、お疲れ様でした。７７位入賞で良かったです。川本さん、

メーキャップようこそいらっしゃいました。

講話の時間 「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
谷会員 講師紹介 環境保全の講話です。金沢市の内水整備課で、昭和 55.4 に市土木職員

となられ、道路改良、都市計画道路、河川事業などを担当され、金沢駅の東広場の事業で 下

水道、平成 21 年 4 月に防災管理課に在籍され、内水整備課長さんです。水害に強い街作りとい

う事でお願いしました。

今は梅雨に向かっての準備で多忙な時期ですが、お話には

いい機会と思いまいりました。

水害に強い街作りですが、気象台がアメダスという観測網が

あります。50mm ／時間の大雨が増えています。地面にしみこ

めば大雨の被害 g は少ないのですが、浅野川の被害の様子でいろいろ説明します。

内水は街の中の水で内水氾濫といいます。外水は川そのものですし、洪水では泥

が多いです。湯湧温泉の例、神戸の川の急な洪水での事故死の事もあり、雨水を

急に川に流さない事が大切です。市民がすることは貯水タンクを利用することで

す。少し、水道料の節約にもなります。瓦やコンクリートでは地面に雨がしみこ

みません。雨水タンクを多くの家で設置するといいと思います。また、鳴和中学校、味噌蔵小学校やなどのように

地下に雨水をためる装置をつくるとかしています。タンクは貯めるのみでなく使用しないと満タンになり、さらに

雨水がくると全部あふれます。またタンクにゴミがよくたまります。タンクは小が 2 万円大が 8 万円助成ですし、

６０６回

ホテル日航 5F
2011 5.26（木）

出席率 16/36 44.44%
修正出席率 69.12％
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雨樋の下のマスもいいので助成対象です。

緑を増やすことも大切で芝生などや山の手

入れをすれば雨がしみこみやすくなります。

水害から身を守るには 自助、共助が９割

です。そして公助です。

避難場所や経路の事は市のネットをみてく

ださい。62 の校下に自主防災の組織があり

ます。停電対策 電池やラジオなど考えて

ください。めがね、入れ歯、意外と役に立

つのはサランラップです。ご近所の日常交流も大切です。

昨年は諸江、小立野、三和地区で大きな訓練をしました。災害の最新情報を得る様に心がけてください。地震で

は電気のブレーカーを切って下さい。停電語の再通電の火事が結構あるようで

す。車で避難は駐車場もないし、案外、車は軽く浮いて流れます。

洪水の水は茶色の不透明のものです。無理して逃げると危ない事もあります。

この時は２階やマンションの３階以上に逃げて下さい。災害は自分には来ない

と考えるらしいので、率先して逃げる事も大切です。E ネット金沢に金沢水情

報があります。

近くの雨量計の情報がパソコンや携帯に入ります。これらの事を金沢市は平成

20 年に条例をつくりました。

金沢駅のガラスドームに降った雨は鼓門のパイプから地下のタンクに入りま

す。トイレや木に水を使っています。

水循環は大切は打ち水や草花に水をやることも大切です。 点 鐘

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。 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 （金会員まで６/３（木）〆切 御願いいたします。）

人数と泊まるホテルで金額は変割ります。 事務局 相川

４月以降の金沢市内8RCの例会変更
金 沢ＲＣ 6/8（水） 休会

金沢西ＲＣ 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」

ガバナーエレクトからの手紙 炭谷亮一

「世界をリードするアニメと「源氏物語」

ここ１０年あまり、日本のアニメーションが世界中にかなり浸透している。これはほとんどテ

レビの世界である。しかし、劇場用アニメでも宮崎駿さんの『千と千尋の神隠し』がアメリカの

アカデミー賞を受賞し、日本アニメが世界の頂点に立ったことは間違いないようです。日本のア

ニメやマンガの基礎を作ったのは間違いなくあの『鉄腕アトム』の手塚治虫さんでしょう。珍し

く日本文化が世界に受け入れられ、広がっている良い例ではないかと考えています。

一方約１，０００年前、日本は『源氏物語』という世界的に優れた小説を生みました。それも

紫式部という女性の手によって。優れた文化芸術は経済基盤のしっかりした国でしか生まれませ

ん。約１，０００年前から日本は経済的にかなりしっかりした国家であったと言えます。

『源氏物語』はあれだけの大長編の中に漢語がほとんど使われておらず、全て大和言葉で書かれているのは、ま

さに驚くべきところです。その時代に女性が完成度の高い小説を書くこと自体、世界的に稀であると考えています。

日本文化は、ユニークで理解されにくく、孤立しているように見えます。一方日本は外国文化を凄まじい勢いで

取り入れてきた国でもあります。アニメや『源氏物語』のように世界の多くの人々に受け入れられている文化があ

るということは、日本人はもっと自分を信じ、周りを知り、自分を表現した方が、私はユニークな日本人がより国

際的になることができると考えています。しかし、日本的でなくなろうとする努力は必要ないと考えています。こ

れからもどんどん日本文化を世界に発信できることを期待しています。


