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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を
東日本大震災の支援とともに重要キャンペーンは「ラオスの国際社会奉仕事業」と「タバコの害」です。炭谷亮一

金沢百万石

加賀百万石のお膝元、美しい城下町金沢にあるクラブの中で一番若いクラブ、

そして当地区では戦後生まれの初のガバナーを出すクラブ、それが私たちのク

ラブです。13 年前に誕生したわがクラブですが、彼は 20 年ほど前に金沢北 RC
に入会し、そしてわがクラブの創立のために移籍、尽力した金沢北 RC の 5 人の

会員の 1 人です。

彼の人となりを紹介すると、全米オープンを 1 人で観戦に行くほど好きなテニ

スを大学時代から続けているスポーツマンである、ということです。また、歯

科医である彼は、普段マスクをして無口に治療をしていますが、仕事を離れる

と、こよなく酒を愛し、ロータリーの話ともなれば、途端に餞舌になり、あふ

れんばかりにアイデア

が湧いてくるといった、

まさに情熱の人です。

クラブ創立 10 周年の

記念事業では、ラオスの IT センター設立を提案。自ら実

行委員長となり、8 回もラオスを訪問、3 年間の奉仕活動

を現地に根付かせることにリーダーシップを発揮しまし

た。一方、金沢城内でリレーマラソンがあると知れば、会

員と家族に「ロータリークラブの T シャツを着て参加し、

ロータリーの広報活動をしよう」と提案。自らトレーニン

グを積んで走り込み、テニスで鍛えたであろう粘り強い根

性や体力で行動してきました。

ご子息が診療所を継いだ今、きっとロータリーを明るい未

来の風が吹く方向に前進させてくれる、と期待しています。

金沢百万石 R ⊂ 岩倉舟伊智

職業分類一歯科医 1947 年 11 月 27 日生。炭谷歯科医院

院長。92 年金沢北 RC 入会。98 年金沢百万石 RC 移籍、創

立会員。ガバナー補佐。MPHF。米山功労者。

平成 23 年 7 月号 ロータリーの友 Ｐ 27 より
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会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員
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「2011-2012 年度 ガバナー年度への想い」 百万石の会員の皆様へ

ガバナー 炭谷亮一

私のガバナー年度は、東日本大震災の復興を温かく注意深く見守りながらのロータリー活

動になると思います。

３月１１日の大震災直後に開催されたＰＥＴＳにおいて、私のガバナー年度の目玉であっ

た、ラオスの農業支援プロジェクトも風前の灯火のように思われました。しかし、大震災

から１ヶ月余り経過してくると、大震災復興の最大の力となり近道は、日本経済を活性化

することにあるといわれだし、「もっと消費しよう」「自粛を自粛しよう」「国内外の旅行も

大いにやろう」「震災前の生活に戻ろう」と言われだし、又政府の海外援助であるＯＤＡの

予算のカット分を復活しようという動きもあり、日本は大震災を受けたが、元気な強い日本を世界にアピールしよ

うという気運となり、ラオスの農業支援プロジェクトも再び日の目を見ることになりました。農業センターを開設

し、若者達に職業教育を行い、近代的農業を導入し、作物の生産性を向上させれば、数年後には世界人工の増加に

よって食糧危機が訪れることが危惧されており、ラオスにとって経済成長をするまたとないチャンスであり非常に

効果的な教育・経済・人道援助となる期待がもてます。

百万石の会員の皆様、よくご存知の野々市ＲＣの中村啓二郎会員は、残りの人生をラオスの農業支援に捧げるた

め、農業支援センターで研修生の著者達と寝食をともに農業指導に当たりたいという崇高な思いをもっておられま

す。百万石ＲＣの会員の皆様、大いにエールを送ろうではありませんか！！

尚、震災の最も被害が甚大であった２５２０地区（岩手・宮城）から正式に支援要請が当地区に寄せられており、

８３クラブ中２６クラブがクラブの存続すら危ぶまれる状態とのこと。今こそロータリーの友情を発揮して支援し

たいと思います。最後になりましたが百万石の会員の皆様、私に今後一年間、厚いご支援をお願いします。

2011～ 12 会 長 「挨 拶」

西村 邦雄
（職業分類：一般内科医）

西村内科医院 院長
今年度は、わがクラブの炭谷亮一会員がガバナーになる、大変名誉で忙しい年度となり

ます。すでに、3月に会長エレクト研修セミナー、5月に地区協議会と、北山会員を中心に
クラブ会員が一丸となってホストクラブの重責を果たしてきました。残るは 10月の地区大
会です。中だるみすることなく、クラブ会員全員参加で、地区大会を成功させようではあ

りませんか。40人に満たないクラブがよくぞやり通せたと言われるように頑張りましょう。
今年度の奉仕活動として、ラオスの農業支援センターの建設への協力を行います。地区

補助金を申請できるかたちで進めますので、具体的な事業内容は未定ですが、有意義なものになると思います。会

員各位のご理解ご協力をお願いします。

東日本大震災の復興がなかなか進まない現状ですが、被災したロータリークラブへの支援を地区単位で行うこと

になるはずです。応分の支援を行いたいと思います。

新入会員が多くなります。参加することが楽しくなるよう、懇親の機会を増やしたいと考えています。楽しい企

画大歓迎です。よろしくお願いします。

開 会
藤間勘菊会長挨拶： 本当に今日が

最後の例会になりました。あっとい

う間の一年でしたけれども、8月にラ
オス行きまして二人のお嬢さんを連

れて帰り、また韓国の 4 人のお子さ
んもいらして、あららという間に 8
月もすぎました。10月になりまして、
地区大会の見学に行きましたら、こ

んなことかと良く解りまして、12 月
になりましたら炭谷亮一先生が「ポリオのあれ頼むね」と

仰ったので、「ハイハイ」と言ったら、ああいう日本で初めての大事になりまして、びっくりしました。それでそ

こらじゅう幹事とかけずりまわりました。県も市もお城の管理事務所もすごく良くしていただきました。金沢舞台

には？ドルしかないと言うことでしたがひき受けて下さいました。そしたらこの間、相川さんの所へ東京のクラブ

から問い合わせが来て「投影の見積もりは 200 万円近く」との事でした。ああ金沢舞台には気のどくな事をしたね
と後で言っていました。まあそういうわけで。無事に POLIOの事も終わりましたし、2/23にはニュージーランド 3/11
には東日本震災でした。3/15 の地区協議会には大変北山先生にもお世話になりました。4 月には粗食の日で川さん

６０９回 最終例会

壽 屋

2011 6.30（木）19:00
出席率 21/38 55.26%
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に大変お世話になりました。

この間、川さん、6 月には林さん、今日は辰巳さんの入会になりましたが金沂秀さんが 2 年がかりで入会を勧めた
そうです。有り難うございます。また川さんとお知リ合いだったそうでラッキーでした。本当に幹事のみならず皆

さんのお世話になりました。有り難うございました。本日は辰巳さんの入会式をいたします。

本年度の新入会員の挨拶

林 克吉さんは 2 次会に出席
入会（2011.6.2）

ゲスト 石丸 恭子 夫人

「ラオスに農業センターを！」 スライドと説明 村田祐一

炭谷年度の２６１０地区記念事「ラオスに農業センターを！」は素晴らしい事業だと思
います。炭谷さんがつくられた

宣伝用ＤＶＤには過不足が多く

あるので、一部誤解されやすい

ので作り直しました。

ラオス援助の２６１０地区がこ

れまで行いこれから行う予定の

一連の流れを紹介してあります。

菊池ガバナー時にバンカム

地区にコミュニティーセンター

を作り、インフラが整備され電

気が通じたのをきっかけに、小松東ＲＣが幼稚園を作る。

現在評判が良いので２つめを寄贈計画中。その後わが金沢

百万石ＲＣがＩＴセンターを１０周年事業として金会長時

辰巳さんの入会式でバッヂを

川きよみさん
入会 2011.1.20
いつも有り難うございます。

ロータリーに入って 6ヶ月毎
回が楽しくおもっています。

今日は辰巳さんも入られびっくく

りしました。良く知った方です。

よろしくお願いいたします。

辰巳クミさん
入会 2011.6.30

2 年がかりで金沂秀さんが
根気よくロータリーの名簿を

もって来て心配いらんと食事

に誘われては入会を勧めらえ

ました。私にとっては間違い

かともおもっていましたがご

えんです。、折角のご縁を大

切にして、よろしくお願いいたします。
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にクラブ一丸となり立ち上げ、その後３年間にわたり毎

年２０００ドルとスライドプロジェクター、パソコンの

補充、学生の日本招待など支援。ＩＴセンター設立では

野々市ＲＣの中村啓次郎氏には多大なご支援とアイデア

を頂いた。友好クラブなどからの支援も頂いた。その中

村啓次郎氏が長年思い描いていた「ラオスに農業センタ

ー設立」を２６１０地区として応援したい！

事委員会報告： 宮永満祐美幹事： 幹事としてこ

の 1 年間は有り難うございました。職場

には上司がいませんので会長さんの元で

勉強になりました。おもしろくもなりました。後数ヶ月の仕事もありますのでよ

ろしくお願いいたします。

多田利明会員：金沂秀会員からですが、南光州 RC への派遣の青少年を４～６名

募集しています。なるべく男 2 名とか女 2 名とかにしたペアがよいと思います。

上杉輝子親睦委員長：南光州 RC の会長・役員の離就任式（ 姉妹クラブの南

光州ロータリークラブの第 43 代会長 崔國信氏）は大変厳かで厳粛でした。

しかし私たちには始終和やかで心のこもったもてなしをうけました。

木場紀子パスト会長を

2012 ～ 13 ガバナー補佐に推薦
木場紀子会員：推薦されてしまいました。よろしくお願いいたます。

食事と歓談

乾杯！ 西村邦雄次期会長： お二人の入会おめでとうございます。また藤間 宮永の名コ

ンビで PETS Polio イルミネーション地区協議会 も順調に通過したと思います。今日は慰労会

でもあります。これからも健康で行きましょう 乾杯。

ニコニコＢＯＸ
¥38,000 本年度累計 本年度累計¥834,820- 残高 ¥3,284,312
藤間会長 一年間皆様には大変お世話になりました。皆様のお力により無事に務めることができ

ました。有り難うございます。川様、林様、辰巳様ようこそ。うれしいです。 宮永幹事 一年間

いい機会を頂きありがとうございました。とても勉強になる一年でしてた。皆様いろいろありがと

うございました。新入会員の川さん、林さん、辰巳さん、一緒にロータリーを楽しみましょう。

石丸会員 藤間会長、宮永幹事さん皆さん本当によくやりましたね。新会員の方も入っていただき、

又よろしくお願いいたします。明日から又頑張りましょう。いよいよ大本番ですね。 岩倉会員

藤間会長・宮永幹事一年間御苦労さまでした。来期、西村会長エレクト、魏幹事エレクトよろしく

お願いします。新入会員の川さん、辰巳さん入会おめでとうございます。 上杉会員 藤間会長、
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宮永幹事お疲れ様でした。今年一年色々教えていただき有り難うございました。新入会員の川様、林様、辰巳様本当に入会おめ

でとうございます。よろしくお願いいたします。 川会員 大好きな藤間会長、いつも優しい宮永幹事、お疲れ様でした。今年

入って本当に楽しく過ごしています。またこれからもよろしくお願いします。 木場会員 藤間会長、宮永幹事大変な一年間あ

りがとうございました。川会員、林会員、辰巳会員これからよろしくお願いいたします。 北山会員 藤間勘菊会長、一年間あ

りがとうございました。でも次年度もいろいろご助言下さいませ。川さん、林さん、辰巳さんよろしくお願いします。 永原会

員 今期最終例会、会長・幹事大変御苦労さまでした。私もＳＡＡが終わるのでホッとしております。又、新入会員の辰巳さん、

今後ともよろしく。 竹田会員 藤間会長、宮永幹事の名コンビで大活躍の年度になりました。お世話役の皆様大変お世話様で

した。新入会員の方々も大歓迎です。 吉田昭生会員 本当に忙しい年度でした。会長・幹事はじめ役員、会員の皆様御苦労さ

までした。新入会員の皆様お願いです、すぐやめないでください。 水野会員 藤間会長、宮永幹事様、一年間御苦労さまでし

た。新会員の皆様、ようこそ。村田会員 勘菊さん、宮永さんお疲れ様でした。今度は思う存分に息抜きしてください。

花束贈呈

閉会挨拶 西村邦雄次期会長：是非とも地区大会を成功させたく思っています。皆さま明日からよろしくお願

いいたします。またこのあと 2次会があります。新会員の方も来ますのできてください。

若狭会員から

7/3 横笛の会の「一声会」が金城楼にてひらかれます。村田先生も北山先生も出席されます。

会員の方是非ご参加下さい。 閉 会

姉妹クラブの韓国南光州の新会長に 崔國信（チェ ククシン）氏

← 崔國信（チェ ククシン）

新会長は弁護士で

第 43代（2011～ 12）
会長として

今まで培われたロータリーの

精神ですすみたいとのことです。

1971.5.27生 2003.7.7入会

金千洙（キムチョンス）前会長

第 42 代 2003.7.7 入会
1957.12.9生 松汀建設代表

クラブより会長・幹事へ
（西村次期会長・上杉親睦委員長から会長）

炭谷次期ガバナーより会長・幹事へ
（代理 岩倉次期地区幹事・石丸次期地区筆頭
地区幹事から会長・幹事へ）

南光州 RC 新旧役員離就任式に金沂秀・上杉輝子・井口千夏会員が出席
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光州ＲＣ青少年交換プログラム参加者募集
金沢百万石ロータリークラブ

会 長 西村 邦雄 奉仕プロジェクト委員長 多田 利明

新年度がスタートし最初の活動となりますが、標題の件を御案内させていただきます。 今年度は派遣する年で

あり、参加者を下記の通り４名から６名の募集を致します。是非ご応募下さい。子供達に日韓の友好を深めてもら

う為、南光州ＲＣの会員宅でホームステイを体験し、夏休みの良い思い出にして頂きたいと思います。日程は、下

記の通りです。

★ 百万石ＲＣから南光州ＲＣへ派遣

参加対象者 当クラブ会員のご子息や知人の青少年を４名～６名

年齢・・・中学生から大学生まで

日 程 ７月２２日（金）から一週間程度

旅 費 交通費 ６万円位（お小遣いは別途）

参加申込〆切 ７月８日（金） ※ 日程等の詳細は、追ってご連絡致します。

e-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp

参加者氏名（ふりがな） 性 別 年 齢 続柄

ピティナ金沢西支部コンペティションに賞を
７／３に開催された標題のコンペティションに西村会長が出席され
「金沢百万石ロータリークラブ賞」のトロフィーと賞状を贈りまし
た。（社会奉仕委員会事業）

全日本ピアノ指導者協会(PTNA ピティナ)金沢西支部で 2011 年 7 月 3 日

(日) 会場：金沢市アートホール. での子供達のコンクールを協賛


