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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

2000 万円を災害援助に

7/12（火）炭谷亮一ガバナーと岩倉

舟伊智地区幹事は仙台市のホテルメトロ

ポリタン仙台に菅原一博 2520 地区(岩

手、宮城）ガバナーを訪ね地区で集めた

2,000 万円を贈呈しました。

ホテルでは式典が行われ

菅原ガバナーから感謝状をいただきまし

た。

ようこそロータリーへ

新 入 会 員

辰巳 クミ 様
TATSUMI KUMI

会員 No77
入会 H23.630（ 2011）

S36.9.9 生 女

職業分類：包装資材・機器 販売

共和化学興業（株） ／代表取締役

事業所住所 〒 920-0806 金沢市神宮寺 1-14-5
自宅住所 〒 920-0813 金沢市御所町ト 337
推薦人 金 沂秀、北山吉明
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Kanazawa Hyakumangoku

．

2011 ～ 2012
(役員） 会長：西村邦雄 ｴﾚｸﾄ：北山吉明 副会長：野城 勲 幹事：魏 賢任 副幹事：宮永満祐美

前会長 藤間勘菊一 会計：竹田敬一郎 SAA：若狭 豊

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：上杉輝子（親睦：上杉輝子 プログラム：杵屋喜三以満

SAA：若狭豊 ニコニコ： 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 奉仕プロジェクト委員長：多田利明

副：後出博敏（職業：申 東奎 社会：若狭豊 国際：藤間勘菊 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：相良光貞 （会員増強：二木秀樹）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：江守道子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：西村邦雄）

広報委員会委員長：永原源八郎 副：谷伊津子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：大沼俊昭

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 申 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田祐一 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 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
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点 鐘
国家斉唱

手にてつないで
四つのテスト
会長挨拶 西村邦雄会長：

藤間勘菊前会長や宮永満祐美

前幹事が予算を残して下った

ので、私の年度は少し楽にな

りそうです。クラブ会長に就

任する際の書類の多さには驚

きました。地区大会のための書類も多かったです。地区大会後は、クラブの経費、事務局

の給料などの見直すための委員会を設置したいと考えています。親睦を深めるために、一泊止まりの会を是非、開

催したいと考えています。

ビジター ゲスト なし

地区役員の委任状が沢山来ています。

岩倉舟伊智 井口千夏 後出博敏 会員は欠席

食事と歓談

石丸幹夫会報委員長：

クラブホームページの
デモを致します。

見て下さい

石丸幹夫地区筆頭副幹事

クラブ奉仕 B 担当

多田利明地区副幹事

クラブ奉仕 A 担当
木場紀子地区副幹事 ロータリー財団担当

宮永満祐美地区副幹

事 職業奉仕担当

藤間勘菊地区副幹事

米山奨学・危機管理担当

野城勲副幹事

ロータリーの友地区委員

吉田昭生 地区大会委員長

６１２回 例会

ホテル日航５Ｆ

2011 7.7（木）19:00
出席率 20/38 52.63%
5 月修正出席率 86.28％
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炭谷亮一ガバナー： いよいよガバナーになりました。

よろしくお願いいたします。東日本大震災の寄付はついに１億円を突破しました。有り難うござい

ました。3000万円残ったので、7/3に岩倉さんと私で岩手宮城に 2000万円、青森福島に 500万円づ
つを贈呈すべく仙台にいきます。使途はいろいろ希望もありますが使途は自由です。

3/11には皆様の心ばかりのご寄付をお願いします。

魏賢任幹事：地区大会指導者育成セミナーへのご出席依頼とガバナー事務所の運営

金協力について

多田利明奉仕プロジェクト委員長：①南光州 RC への青少年派遣について まだ申

し込みがないのでお願いします。7/15まで待ちます。友達の友達でも結構です。② 2012 ～ 13 年度
の高校生の交換留学生を募集します。米国、カナダ、オーストラリアです。

東海林也令子広報委員：社会奉仕委員会事業として、7/3（日） ピティナ金沢西

支部コンペティションに賞を出していただきました。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。

宮永満祐美副幹事：地区大会の式典部会の相談をしますので残って下さい。

ニコニコＢＯＸ ¥25,000 本年度累計 ¥38,000 残高 ¥3,284,812-

西村会長 藤間勘菊様、宮永様御苦労さまでした。魏幹事と一緒に百万石ロータリーを盛り

立てたいと考えています。 魏幹事 皆さんこんばんは。二度目の幹事を拝命させていただ

きました。西村会長を精一杯支えていただきますので、どうぞご支援・ご鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます。藤間会長、宮永幹事御苦労さまでした。引き続きご指導下さい。炭谷

会員 西村丸の出航を祝して。そして今後一年間共に頑張りましょう。 石丸会員 新しい

年度ですね。地区大会もありよろしくお願いいたします。クラブホームページのデモをしま

すが、これからもしっかり観て下さいね。上杉会員 西村先生、大変な年ですが、お体を気

をつけて会長のお役を頑張って下さい。 木場会員 西村会長、魏幹事の新しいスタートを

祝して。 東海林会員 西村会長、魏幹事よろしくお願いいたします。 二木会員 西村会

長始め新役員の皆様、一年間宜しくお願いします。 藤間会長 皆様方のおかげで西村年度

に無事バトンタッチできましたことを感謝お礼申し上げます。西村会長、魏幹事、地区大会よろしく御願いいたし

ます。 水野会員 新年度になりました。西村会長、魏幹事様一年よろしく御願いします。西村会長、魏幹事様一

年よろしく御願いいたします。宮永会員 祝 西村年度、魏幹事一年間よろしく御願いします。村田会員 西村会

長、魏幹事 今日から一年間宜しくお願いします。

講 話 の 時 間
西村邦雄会長： 所信表明
あらばしりの会は和気藹々でロータリーの主眼でしたね。地区大会までは頑張りますが、その後

はたるみそうです。皆で一泊をしてともに飲んだり食べたりの会を設けたいですね。また卓話の

充実をしたい。いろんな分野の人に来て貰い知り合いになりたいです。そして入会も勧誘したい。

今平均年齢は 60才です。高齢化中です。40代、50代を入れたいです。
日本の復興資金は日本銀行が出すべきで、これまでの橋本内閣、小泉内閣の増税は経済を悪くし

ました。

村田祐一クラブ運営委員会委員長：基本的にはガバナーをだした事、地区大会を成功させること、こ

れまで以上に親睦を図る。月 1 回は会員卓話とし、外部にもお願いしての充実、11 月には皆での氷
見など一泊しての親睦、本当の地でつきあいたい。ゴルフ親睦会もたちあげました。－－－－－

多田利明奉仕プロジェクト委員長：禁煙運動もひろめたい。社会奉仕はパイロットク

ラブ等もいろいろみなおしてやりたい。また韓国へのホームステイ訪問青少年の件も

10 万円の予算がありますのでご紹介下さい。ラオスは炭谷ガバナーお願いします。

金沂秀会員組織委員長：新会員を入れないと年寄りは光りません。若い人を入れてお

互いに向上しましょう。昨年度は３人、本年度は 5人ほど頑張りたい。45人になればパワーがあり
ます。皆さんよろしく！－－－－－
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木場紀子 R 財団委員長：前期の地区 R 財団委員長の松本さんに講話をお願いしました
が、本年度も考えています。奨学生の李暁燕さんは 9 月に去られますので懇親会をした
く思っています。米山の寄付 6000円／人 年 をまたお願いします。－－－－－

石丸幹夫会報委員長：（広報委員長欠席）ロータリー広報は内外があり、お金や労力も

様々です。いろんな大会の賞やトロフィーも宣伝になります。また忘れていたものに都

市発展委員会と言うものがあります。市や県にいろんなアイデアを提言します。例えば金沢城、交通などロータリ

ーの得意な世界的視野での様々な職業人集団の提言です。そうしてロータリーの名をひろめましょう。－－－－－

点 鐘

ガバナーからの手紙 炭谷亮一

「東日本復興と日本再生」 その一

東日本大震災の復興は日本再生につながると私は考えている。

1990年以来、バブル経済の崩壊によって日本経済は低迷と迷走を続けた「失われた２０年」
であった。前半１０年は、やむを得ない面もあった。歴史上有数の大きなバブルがはじければ、金

融システムが打撃を受け、バブルの後始末の為、痛みを味わって当然だと言える。しかし、後半の

１０年はバブルのせいにはできない。

この１０年の停滞は、日本人（民間企業）と日本政府が重ねてきた選択の結果である。その選択

とは、次のような「チャレンジしない」「新しいことを始めない」「何もしない」である。現状維持

の心地良さに甘え、新しいもの不確実なものに取り組むリスクを避けてきた。ちなみにここ１０年

のベンチャー起業の数において、日本は世界１８３カ国中、９８位というていたらくだ。（世界銀

行による） 実際は、人間の経験則として現状維持のほうがリスクは大きい。その先には必ず衰退が待っているか

らである。

日本経済低迷の原因の一つは、日銀の金融政策にあると思う。世界的に採用されている量的緩和策についても、迅

速に行えず又、量的にもまったく不十分であり、インフレターゲットの採用も拒否し、結局世界で最も深刻なデフ

レを引き起こした。

現在の政府は、財政規律重視路線の方に傾きつつあり、消費税のアップを唱え始めたが、大震災後の今、緊縮財

政を緩和すべき状況で逆の政策を行おうとしている。被災者支援やインフレ整備などの復興に莫大な資金が必要で

ある。政府は、今だに財政規律重視で、復興の為の新規国債発行に消極的である、「被災者を支援したい」と言う

国民の気持ちを利用して消費税の増税による財政再建を推し進めるという。私は声を大にして言いたい。「消費税

を上げると震災恐慌になる。上げるなら所得税と相続税を上げよ。政府よ、日本を滅亡への道に導かないでく

れ！！」 つづく

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２７日（水）

旅 費 交通費 ６万円位（お小遣いは別途） ※委員会よりいくらか補助します。

参加申込〆切 ７月１５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
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指導者育成セミナー開催のご案内 国際ロータリー第2610地区 ガバナー 炭谷 亮一

地区研修リーダー 近藤 俊行 地区幹事 岩倉 舟伊智

1. 日 時 平成23年10月29日（土） 12：30～登録受付開始

2. 場 所 金沢市アートホール（金沢市本町2-15-1） ℡：076-224-1660

3. セミナー 13： 00開会 ロータリー講演：指導者育成セミナー

講演者：姫 軍 氏 「米山奨学生と私の夢」 ロータリー米山記念奨学会中国学友会初代会長

（ロータリーの友 ５月号 掲載）

5. 参加対象者 パスト・ガバナー、ガバナー・エレクト、ガバナー・ノミニー、ガバナー補佐、地区役員、地区

委員長クラブ会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長

申込期限 平成23年7月29日（金） （平成23年７月８日 記）

金沢百万石 ロータリークラブは （参加費はクラブで負担いたします。）

出席予定者 会長 西村 邦雄 幹事 魏 賢任 次期会長 北山 吉明 次期幹事 木村 幸生 クラブ管理運

営委員長 村田 祐一 職業奉仕委員長 申 東奎 国際奉仕委員長 藤間 勘菊

社会奉仕委員長・新世代委員長 若狭 豊

地区大会式典部会会議

地区大会式典について相談する役員 7/7 20:00

クラブ例会予定 2011-2012年度
7/7 西村邦雄会長所信表明

7/14 川岸 剛（株）フーズパーク代表取締役

「三日目に訪れた東日本災害の地 」

7/21 安原信治輪食 代表 「僕たちが考える石川県」

パート１ 能登編

7/28 川 裕一郎 「僕たちが考える石川県」パート２

金沢編 場所：招龍亭

8/4 濱本学泰たかやす（株）ｱﾝﾔｯﾄ代表取締役

「僕たちが考える石川県」１パート３ 加賀編

8/11 丹野博 （株）キュービック 社長

「癌発見 100％の血液検査」
8/18 福田 裕ガバナー補佐 クラブ協議会

9/1 炭谷亮一ガバナー公式訪問

9/8 古市牧子 国際親善奨学生


