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

金沢百万石

２０ 1 １年８月のロータリーレートは, １ドル＝８０円

◆ガバナー補佐訪問日 8月 18日（木）
※18:45 頃までに 例会場へ（時間厳守でお

願いします）※ クラブ要覧をご持参下さい。

《日程》 18:15 ～ 18:45 会長・幹事懇

談会 ５Ｆ「松の間」

（出席者：ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・会長・幹事・会長ｴ

ﾚｸﾄ）

19:00 ～ 20:00 例 会 ※ 全員出席

５Ｆ「オーキッド」

卓 話 2610 地区石川第一分区Ｂガバナー補佐

福田 裕 氏（白山石川ＲＣ）

－部屋移動－「梅橘の間」

20:10 ～ 21:10 クラブ協議会

内容：“ 各委員会の活動計画 ” の発表

出席者：例会出席者全員 （特に理事・役員・

委員長・新会員（入会２年未満）

◆ガバナー公式訪問日 9月 1日（木）
※18:45 頃までに 例会場へお越し下さい。（時間厳守で

お願いします）

《日程》18:15 ～ 18:45 会長幹事懇談会

５Ｆ「松の間」 （出席者…ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ補佐、地区副幹事、会長、幹事、会長ｴﾚｸ

ﾄ）

19:00 ～20:00 例 会 ※ 全員出席

５Ｆ「オーキッドルーム」

卓 話 国際ロータリー第2610地区 ガバナー 炭谷 亮一 氏（金沢百万石ＲＣ）

地区大会 RI会長代理に
李承采パストガバナー決定
（イ スンツェ）

氏は南光州 RC 会員

であり、数回、地区

および金沢百万石ク

ラブへも来られおな

じみの方である。

弁護士 58 才

ご夫人：鄭惠蘭（ジ

ュン ヘラン）さん

はロータリーパスト

会長

Kanazawa Hyakumangoku
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．

クラブ例会予定 2011-2012 年度

8/4 濱本学泰たかやす様（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

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
手にてつないで
四つのテスト

西村邦雄会長挨拶： 今日は、日

航ホテルの関係もあり、期せずして

移動例会となりました。気分も変わ

って、たまにはいいものです。今日

の卓話は、川きみよ会員のご夫君で、

石川県議会議員でもある、川 祐一

郎様です。「僕たちが考える石川県」というテーマでお話しいただきます。龍馬プロジェク

トという夢のあるお話も聞けるものと期待しています。そのあと、米山奨学生の李暁燕さんを囲む会となります。

甲し訳ありませんが、アルコール類は、テーブル毎に自己決済ということでお顔いします。

ゲスト紹介（卓話）川 裕一郎様（石川県議会議員）米山奨学生 李暁燕（リギョエン）さん 石丸恭子夫人

ビジターの紹介 なし

会長より李暁燕（リギョエン）さんへ 奨学金

講話の時間 川 裕一郎 「僕たちが考える石川県」パート２ 金沢編」
講師紹介 先週に続きまして今回は私の主人の 「僕たちが考える石川県」のパート２ 金沢編 です。皆様の

指示のおかげで今のお仕事をさせていただいておりまして、本日ここでお話の機会が持つことができました。

よろしくお願いいたします。（川きよみ会員）

講話要旨：本年 10 月で 40 才になります。皆様の支援をお礼申しあげます。私の知らな

いうちに話のテーマも決まった様ですが、「龍馬プロジェクト」は若手議員や経営者など

地方から政治を変えて行くと言うプロジェクトです。

先ず自己紹介いたします。金沢市の小立野で生まれ、吉田昭生さんの塾で勉強しまし

た。高校卒業後は地元の通信会社に勤めました。4 人で始めた小さな移動体通信の会社

です。今では 150 人にまでなっています。そのときは宮永さんのマナー指導も受けてい

ます。30 才で介護器のレンタル業を始めましたが、当時介護保険法の改正もあり、老人

の生活困窮の時でした。市議に立候補しました。 父は市議でしたがすでに他界し、他

の人が地盤を継いでいましたので、当選は難しいといわれまして反対も多かったのです

が、家内は反対しませんでした。マスコミの予想は苦戦でしたが。トップで当選いたし

ました。市議になりましたが理想と現実のギャップが大きく、社会保証制度がおかしい

と思いました。しかも地方議員は 10 年 3 期の掛け金で一生年金の保証があることでした。

これは 6 年前に国会議員はすでに廃止しました。

龍馬プロジェクトは昨年 1 月、33 才の吹田市長が中心になり作られましたが、今政治がおかしい。しかし変えら

れない、ジレンマがあります。そこで超党派で地方議員等やブロック代表が参加しています。4 月の統一地方選挙

では龍馬プロジェクトの副会長が 33 才で三重県知事に当選しました。

若い人に関心を持って貰うためツイッターを使って、政治討論をしましたら、予定の 2 時間では足りない程、盛り

上がりました。

拉致事件の活動もしています。これは国に要望すべき問題ですが、今の件は殆ど動いていません。地方から主導し

て政府を動かさねばなりません。

現在、私は一人会派ですね。 孤立感はありますが、超主義の主張のため頑張っています。 今石川県の問題は１

兆 2000 億の負債でして、これは我が国ではワースト４です。街作りは立派ですが多く

の借金があります。貯金は 320 億円ありますが、毎年 40 ～ 80 億円くずすと 5 年でなく

なってしまします。やる活動は沢山あります。いろいろ言いますとぼろくそにいわれま

すが？ ラストは今僕らの世代は次に何を残すべきか、地域からの政治改革が必要と思

っています。

食事と歓談

李暁燕さん（米山奨学生）： 本日はお忙しい所を私の送別会をしていただき有り難

うございます。早 1 年半たちました。私はラッキーでした。ちょうど 4 月から早稲田大

学の研修がはじまりましたが、それと一緒に米山奨学金をいただき東京に通うことが出

来ました。最初の例会の会長さんの村田先生の言葉で救われたのを覚えています。

相川さんにも大変お世話になりました。この後今年いっぱいは大学にいます。来年４月

には中国大連の現場に戻る予定です。日本の良さを中国でお伝えいたします。

６１３回 例会

招龍亭

2011 7.28（木）19:00
出席率 21/38 55.26%
６月修正出席率 75.03％
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幹事・委員会報告

多田利明奉仕プロジェクト委員長：韓国の交換青少年ですが、現在、光州に

行く人は 3 名です。あと 1 名も希望しています。まだご希望があればなるべ
く早く申し込んで下さい。

宮永満祐美副幹事： 当クラブホストの地区大会ですが、全員登録になって

いますが、出席の方は回覧板に書いて下さい。

米山奨学委員長より挨拶
吉田昭生米山奨学委員長： 李暁燕さんは少女時代、山口百恵やアニメを見て日本に憧れてい

たとの事でした。大連の外国語大学日本語教育を受け、こちらの先端大学に入学し、日本語教育

の学者としての第一歩を踏み出しました。どうか暁に飛ぶ燕の様にこれ方未

来に向かって大きく羽ばたいて下さい。ロータリーはあなたを忘れないでし

ょう。8/25 再びお目にかかれる時には握手して送りたいと思います。新しい
門出をお祝いします。

木場紀子カウンセラー：1 年３ヶ月 李暁燕さんをかわいがっていただき、有

り難うございます。年忘れ会のオークションのセーターも良くにあいました。12 月までおられ
ますが、大連に戻られます。 お嬢さんや御主人が待っています。また機会を見てタリークラ

ブに来られます様にお願いします。

ニコニコＢＯＸ ¥24,000- 本年度 83,000 残高 ¥3,354,812-
西村会長 川様、ようこそ。夢のある話を楽しみ

にしているます。李暁燕さん、今後も頑張って下

さい。 上杉会員 川様、ようこそ。お話楽しみ

にしています。李さんようこそいらっしゃいまし

た。 岩倉会員 川さん卓話楽しみです。李さん

をお迎えして。 石丸会員 川裕一郎様の卓話楽

しみです。県政を宜しくお願いします。李暁燕様、

お元気で。 江守巧、道子会員 川さん、李暁燕

さん本日はよろしくお願いします。 木場会員

李さん、11 月の本審査がんばって下さい。まだ、
二クラブでの卓話がありますが、宜しくお願いし

ます。クラブの皆様に大変お世話になり有難うございました。 杵屋会員 川さん、本日の卓話楽しみに致しております。 川

会員 今日の講話者、かんだりしないか私の方が、緊張しています。 炭谷会員 暑い日が続いています。元気でがんばりまし

ょう。竹田会員 川裕一郎様の石川県の為の話を楽しみに来ました。李さん、学業お疲れ様でした。 藤間会員 川様、卓話よ

ろしくお願いいたします。李暁燕さんようこそ。魏さんお世話になります。 水野会員 李さん、我がクラブにご縁をありがと

うございました。川さんのご主人の卓話ようこそ。 宮永会員 川様、卓話よろしく。李さん一年間うちのクラブにご縁をあり

がとう。 二木会員 川さん、お話楽しみにしています。 点 鐘

7/30（土）主計町の川床の会

18:15 から 10 名が集まりその風情を楽しみ
ました。

あと「土家」にて コーヒーをのみながら

親睦会をしました。
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ガバナーからの手紙
「核の利用」その１

核の利用としては、兵器と原子力発電の２つの方法がある。兵器としての核は
どうか検証してみると、核は兵器として実に優れものである。想像を超える破壊
力と生物への凄まじいまでの殺傷力、やはり現在ではこれ以上の大量破壊兵器は
存在せず、人類史上最高の兵器である。しかし広島、長崎への投下後、ここ７０
年あまり全く使用されていない。軍事上は、核の戦争の抑止力あるいは、張り子
のトラと比喩されている。

私は、人類は今後いかなる戦争でも使用してはならない。いや、絶対に使用できないと考えてい
る。しかし、核兵器は絶対に廃絶してはならないと考えている。何故核兵器を保有するかと言えば、
宇宙からの隕石が都市部や原子力発電所などへの落下が予想される場合に、衝突を回避するために
使用が適切な場合もあるだろう。また、映画の世界かもしれないが、エイリアンの地球への侵略に
遭遇した場合、核兵器を使用する機会があるだろう（多分フィクションの上でのことだろうと思う）。
現在、原発は世界中で約 500基（建設中も含めて）が稼働している。そして過去に 3回大事故を起
こしている。スリーマイル島、チェルノブイリ、そしてフクシマである。 しかし 50 年間で 3 回
とは意外と少なく、原発事故が直接の原因で死亡された方は、想像以上に少ないのではないかと考
えている。

私は、実はこの地球上に人類が作ったもので絶対に、完全に安全なものなど存在しないと考えて
いる。航空機でも、度々墜落し死傷者をだしているが、その利便性から多くの人々は平気で利用し
ている。公共交通機関においても時々事故が発生し死傷者を出している。更には、車に至っては日
本では年間数千人もの人が亡くなっているが、誰も危険だから車の利用をやめようなどとは言わな
い。しかし、私自身フクシマの原発事故を目の当たりにして、特に原発の建屋の水素爆発をテレビ
で見て、驚愕せざるを得なかった。（つづく）


