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

金沢百万石

１２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 炭谷亮一

「日本再生への道」
昨年は、3 月 11 日の東日本大震災と福島の原発事故により、日本列島は混乱の極みにあったと考えている。

さて、本年は「東日本復興」しいては「日本再生」への確固たる第一歩をしるさなくてはなら

ない。日本の過去を振り返ってみれば、明治以来の歴史は試行錯誤の連続であった。太平洋戦争

に敗れ、戦後の焼き野原から再起した日本は、めざましい経済発展をとげた。戦後の日本の成長

は、ある意味では政治不在が続き、政治家の存在が希薄であったからこそ達成できたと言える。

すべてをアメリカに委ね経済発展にだけ専念していれば良かった。

そのお陰で日本は効率の良い経済大国を作り上げることに成功した。日本は世界に冠たる工業

国になることが出来た。そして、第三位の経済大国となった。日本の繁栄を支えたものは、紛れ

もなく日本の優秀な工業製品であり、優秀かつ勤勉な国民の資質である。

ところが同時に失ったものも多かった。それは、国益であり、国家として図体は大きくなった

が、頭脳や骨格を持たない、いびつな国になってしまった。日本は、長い間、日米安保条約という一種の国家呪縛

のもと、大事な国家戦略や国防問題をないがしろにしてきた。その為、日本人はふやけた経済繁栄の中、自分の国

を守るという気概を失ってしまった。国民の生命や財産を守る大戦略の根幹である国防問題すらまともに議論しよ

うとせず、その義務と責任を放棄してきた我々国民と、その代表である政治家そして官僚に、東日本復興へのビジ

ョンもしくはグランドデザインを描き決定できるか、かなり心配している。

イギリスの歴史家アーノルド・トインビーは、彼の名著「歴史の研究」のなかで、歴史における国家の衰亡の最

大の要因を「自己決定能力の喪失」と述べている。

自らの運命を自らで決定する能力を失うことが、その国の衰亡

の根本原因であると言っている。それはすなわち、いかに小さ

な存在であっても自らの選択で未来を切り開こうとする力こそ

が「生存の究極の条件」だということである。我が国の歴史に

於いて、明治の先人達が国難に際し、苦悶苦闘し不屈の精神で

「自己決定」して国の進路を決めてきたという事実を、我々現

代に生きる日本人は決して忘れてはならない。

「自己決定能力」こそが東日本復興、しいては日本再生につ

ながる唯一の道であると信じている。日本再生への道を歩もう

ではないか！
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

12/22 年忘れ家族例会 於：招龍亭

12/29 休会

1/5 休会

1/11（水） 金沢8RC新年合同例会18時

ANAクラウンプラザホテル

1/12（木） 例会 葭田和行様 サックス演奏

1/19 友部秀器様 JAICA北陸支部長

1/26 ガバナー公式訪問

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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開 会 若狭豊 SAA：10 分おくれ

ましｔが、ただ今から開催いたします。

西村邦雄会長挨拶 楽しい年忘れ例

会です。オークションもあります。

ゲスト・家族紹介
マジシャン 堀場 あきら 様

【ご家族・ご友人】炭谷幸子（さちこ）夫人、石丸恭

子（たかこ）夫人、北山真美（まみ）夫人、川 裕一郎 様 齋木美和 様、彩乃（あやの）ちゃん、悠乃（ゆ

うの）ちゃん、魏 彩友美（さゆみ）さん、悠暉（ゆうき）君、百夏（ももか）ちゃん、功揮（こうき）君、

竹田安代夫人、土田陽智（あさと）君、村田順子夫人 吉田淑子（としこ）夫人、阿実ちゃん、華音（かのん）

ちゃん、地区大会事務局 三崎孝代様

寄附金の贈呈
★ 子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子 様
★ 金沢パイロットクラブ 山形千鶴子様

※ 一言ずつお願いします
高木：今晩は、いつも有り難うございます。これからも頑張りますので、よ

ろしくお願いいたします。

山形：パイロットクラブのご協力をいただき有り難うございます。来年のパ

イロットウオークにも是非ご参加、ご協力下さい。

幹事報告・委員会報告

魏賢任幹事：2011 年度は大変有り難うございました。今日永原源八郎会員が退

院され、来年から出席とのことです。 また金沂秀会員もご退院され、おめで

とうございます。今晩は 2 階が貸し切りです。ゆっくりお楽しみ下さい。

上杉輝子親睦委員長：本日は有り難うございます。お願いですが、1/11（水）は

金沢8RC新年合同例会が第一例会です。来て下さい。

ニコニコ BOX ¥30,000- 本年度 \350,500- 残高 ¥3,622,010-
西村会長 楽しい年忘れ例会です。存分に楽しんで帰って下さい。この半年ご協力ありがとうございま

した。魏幹事 皆様、こんばんは。ようこそ年忘れ例会にご出席頂き有難うございます。また、一年間大

変お疲れ様です。特に金さんのお元気なお顔を久々に見えて嬉しいです。 石丸会員 忙しかったですが

どうやら「年忘れの会」大いに楽しみましょう。 岩倉会員 来年もよろしく。 上杉会員 とっても

忙しい一年が終わりますね。今日は、最後の例会感慨深いですね。 大沼会員 本年もいろいろお世話に

なりました。 申会員 私事にて、しばらくご無沙汰させていただきます。ありがとうございました。

炭谷ガバナー 今年はいろいろな意味で本当に大変な一年では無かったかと考えています。来年は、飛躍

の年にしたいですね。竹田会員 本日もいろいろと楽しみに夫婦で参上しました。 藤間会員 今年も

大変な年でしたが、来年も何かと良い年になりますように。 宮永会員 本年もありがとうございました。

吉田会員 一年ぶりの家族大会、一年の感謝を込めて楽しくやりましょう。若狭会員 私事ですが、12

月22日は私の母親、大正2年生まれの誕生日で、満98歳になりました。寒くなりましたが、皆様のご健康をお祈りします。

乾杯！ 野城 勲副会長 今年一年は本

当にご苦労様でした。2 月のポリオライトアッ

プ、PETS、地区協議会、地区大会全部をやり、

他のクラブが出来ない様なことまでやりとげま

したね！吉田昭生実行委員長のナマコ集団のお

話ですが、ナマコの珍味を出席の皆さんに賞味

していただきました。とても美味しかったとの

こです。今後も皆さんと一所にこの珍味を味わ

いたいと思います。健康で ご多幸なることを

祈って、 乾杯！ 《 食 事 》

634 回 年忘れ例会

招龍亭

2011 12.22（木）19:00
出席率 25/38 65 ． 79 ％

10月の修正出席率 93.92%
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マジックショー 堀場 あきら 様

地区大会記録 DVD発表 ビンゴゲーム

オークション

会長エレクト 閉会挨拶

知り合いの方のお通夜に行きまして黄泉の国か

ら娑婆に戻った感じです。今年は 4 通の行事で大変
でしたが、もう過去の話です。今残っているのはお

互いがあつく知り合って繋がっている事です。本当

に今日ここに来て良かったという事です。生きてい

る事を改めて感じます。これからも繋がりがより強

くなることを期待しています。一本締めです。

ロータリーソング 「手に手つないで」 閉 会

オークション収益金（ニコニコボックスへ）￥126，180

「次年度 1 カ年間
クラブをお休みし

ますよろしく」

申東奎会員

昨日京都北東 RC
へ行きました。百

万石 RC 活躍を見
習いたいとのこと

でした。炭谷 GV

地区大会は大

成功おめでと

うごじます。

勉強になりま

した 三崎様

チャリティオークションの品


