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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９月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円

ガバナーからの手紙

世界の大学考 〈アメリカの一流大学〉 その３

ハーバード・ビジネススクール教授の竹内弘高氏のインタビューによれば、ハーバード・ビ

ジネススクールの教壇に立って驚かされたのが、教授陣の教えることへの執念で、講義に備え

て入念に時間をかけ、教材もきわめてよく練られている。そこに第一線のビジネスパーソンで

ある学生をより磨き上げて、再び社会に送りだそうという学校側の熱意が感じられる。学生も

極めてエネルギッシュで講義内容を貪欲に吸収して、どんどん質問している。ここでは、教え

る側も教えられる側も真剣勝負。心地よい緊張感とプレッシャーがアメリカの一流のビジネス

スクールの良さだと実感できる。

米国の一流大学の研究者は「Publish or Perish 」つまり「出版せよ、さもなければ去れ」が徹底

している。ハーバードビジネススクールでは出版された論文や本がｅメールを通して全員に毎

週告知される。論文はクリックすれば読めるし、本の要約も載っている。

ナレッジの共有が主目的だが、教育スタッフにプレッシャーをかける為でもある。その為教育スタッフは必死にな

り、生き残りをかけ質の高い論文をものにしようとする。

ハーバードビジネススクールのすごいところは、教授陣を支えるス

タッフの層の厚さだ。論文作成をサポートする部門と、教材作成を

サポートする部門とにそれぞれ専門のスタッフがおり、教授の論文

作成と講義の手助けをする。アメリカのビジネススクールは、経営

のプロを育成してきた実績がある。それぞれの時代で必要とされる

リーダーを数多く送り出してきた。もちろん、アメリカの経済力と

いう要因もあるが、ビジネスリーダーの育成方法として、アメリカ

流が世界標準であることは、しばらく変わりないだろう。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

9/15 「正しく恐れる放射線被曝」

山本政儀金沢大学教授

9/22 休会

9/29 金沢市消防局 駅西消防署

担当副署長長苗康治様

10/6 地区大会打合せ

10/13 地区大会打合せ

10/20 地区大会打合せ

10/26(水）地区大会打合せ

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：土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：藤間勘菊 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 （会員増強修練：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
ロータリーソング

『我等の生業』
四つのテスト

西村邦雄会長： 挨拶 暑さがぶり

返しています。気温の変化が激しい

ため、風邪をひく方が増えています。

衣服の調整に気をつけてください。

今日は震災に被災した岩手県に緊急援助に出張された駅西消防署の担当副署長の長苗様の卓話があります。とても

参考になるお話を聞けるものと思っています。

ゲスト紹介 (卓話者) 長苗康治（ナガナエ ヤスハル）様 駅西消防署 担当副署長

ビジターの紹介

幹事委員会報告
魏賢任幹事： 本日例会後は地区大会実行委員会があります。また 10 月の例会は毎週

地区大会実行委員会です。

西村邦雄会長：南光州 RC の歓迎会が 10/28 にもあります。光州に金沂

秀会員と行かれた人はなるべく両方出て下さい。翌日 10/29 も友好クラ

ブ交流会があります。

宮永満祐美地区大会総務： どうやら貴区大会申し込みをしめきりまし

た出席は RI 会長代理懇親会は 106 名、本会議は 1301 名、大懇親会は

1192 名、（因みに 新湊 RC の場合は 1119 名が→ 950 名に）まあ今回は

1000 名ぐらいかも知れません。概算で 1500 名登録で新湊 RC と同じ収入ですが、参加者

は多い様です。

炭谷年度は来賓者が多く、登壇者も多いので大変です。全部スムーズ

に行くと暖かい大会にになりますが？

後一ヶ月です。よろしくお願いいたします。例会後実行委員会の他役割分担表をくばります。会

員数が少ないので重複する方もあるとおもいます。10 月は毎週の例会が地区大会実行委員会です

ので、良く読まれて出席お願いいたします。

北山地区大会幹事：地区大会がすんで２週間たって東日本震災のチャリティコンサートをします。

少し裕栗の時と思いますので、よろしくお願いいたします。金沢百万石 RC 後援となりました。

ニコニコ BOX ¥10,000- 本年度 186,000 残高 ¥3,457,510
西村会長 長苗様、ようこそ。卓話楽しみにしています。 炭谷ガバナー 長苗康治様、今夜の卓話楽しみに

しています。地区大会まであと一ヶ月となりました。皆さん頑張りましょう。岩倉地区幹事 長苗様、本日の

卓話宜しくお願いします。 藤間会員 長苗様、ようこそ。駅西消防署は、ご近所です。よろしく。 宮永会

員 地区大会まであと一ヶ月となりました。皆様よろしくお願いします。

講話の時間 「緊急消防援助として岩手県での活動を終えて」
駅西消防署 担当副署長長苗康治（ナガナエ ヤスハル）様

講師紹介：消防の指揮隊長として平和のために邁進していらっしゃるご苦労も多い

かと思います。

講話：私は消防署の副所長ですが 、朝８時から 24
時間勤務です。本日は 3/11 の東日本大震災野得の石

川県の消防隊として岩手県へ行きました事や、地震

の知識をお話します。先ず 3/12 すぐ久慈市に行きそ

この体育館にとまりました。下水がなく、トイレに

は苦労しました。震災時には懐中電灯は絶対必要で

す。八戸に近い野田村に派遣されました。そこには

スライドで 2km の海岸線がみえますが、そこから

1.5km 奥まで津波が来ました家屋は殆ど破壊されま

した。その野田村は 4,600 人で、37 名が行方不明で

６２３回 例会

ホテル日航 5F
2011 9.29（木）19:00

出席率 24/38 63.16%
8 月修正出席率 81.08％
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した。海岸線の道路が防波堤役でしたが、津波は軽く超えてしまいました。多くの車も流失しましたが、幸い消防

車と救急車は無事でした。

－－－－いろいろスライドで説明

災害時は地域住民の自主防災が先ず中心となり、我々が手伝う事になり

ます。

先ず自分の命を守るにはどうしたら良いか？地震は建物や家具など

の下敷きにならない事、耐震化です。最近の建物は大変よくなりました

が、古い建物は筋交いも無く大変危険です。是非耐震診断を受けて下さ

い。

日本海溝で潜り込むプレー

トの動きが地震ををおこし津波

を発生させます。東海、紀州沖

には危険が迫っています。

金沢市も森本富樫断層があり、震度６の地震で市の中心部に家屋倒壊の可

能性があります。

スライドから
○派遣部隊からの内訳

１次隊から５次隊までのべ 119
隊で 381名出動、
指揮隊、ポンプ車隊、化学車隊、

救助隊、救急隊、支援隊（資機材、食料など）、ヘリ１機

津波被害には ボート、 潜水機材など追加

野田村の状況

人口 4,613名 過去の三大津波 1896年 死者 261名 流出家屋 411棟
1933年 死者 8名 流出家屋 58棟

今回の被害 2011年 行方不明 37名 全半壊 450棟

○全員発見

行方不明者は 3 月 28 日までに 37 名全員が発見された。地震そのものによる被害はそれほど見受けられなかった。
被害は津波によるもの

○我が家のもっとも有効な地震対策はどれ？

水や食料、懐中電灯、ラジオなど備えている。応急手当の講習をうけた。地震に負けない家に住んでいる。 ご近

所に顔みしりの方がいる。

○死なないための減災対策 住まいを替える機会は絶好のチャンス 固い地盤、丈夫な家、

持ち家の方は耐震診断を 金沢市では診断、改修の補助制度があり、 家を丸ごと補強がベスト。せめて一部屋だ

けでも補強を 無理ならシェルターになる丈夫なベット、丈夫な机を部屋に置く。

○我が家の減災対策チェック

緊急地震速報を受診可能 テレビ ラジオ 携帯電話 など 家族の行動 災害情報を取得

情報は自分で取りに行く テレビ ラジオはもとよりインターネットや携帯メール 金沢防災ドットコムや民間の

気象情報など 家族の緊急連絡先の把握 避難先の把握 どこに行けば会えるか 災害様伝言ダイヤル（171）の

活用 自分の命は自分で守る （消防防災マニュアルから） 点 鐘
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10/2 パイロットウオーク 金沂秀会長ら9/26 R財団留学生 古市牧子さん TV出演


