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

金沢百万石

２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 「何で民主主義が必要なんだ！！」

先日、居酒屋でたまたま居合わせた中国人の留学生 4 人と会話する機会があった。日本でもアメリ

カでも私の経験では、中国人の留学生との会話は面白い。大多数の中国人の留学生はオープンでフ

レンドリーだ。しかも概して物言いが率直で、包み隠さず照れないで本音の話が出来る。彼たちと

の会話の中で知ったことだが、彼らは徹底的に反日教育を受けているようである。日本への敵意、

アヘン戦争以来の恥辱の歴史、欧米へのコンプレックス等を叩き込まれているようである。

機会があって、中国の歴史教科書の訳本を読んだが、そこに描かれている日本軍は殺人鬼のよう

であり又、独立国チベットを侵略して百万人虐殺した事件が「平和解放」と書かれ、チベット人民

から感謝されていると記述されていた。中国では中国の歴史の授業では、まず近現代史から教えられているようで

ある。古代から始まり現代史に掛かろうとする頃には、学期の終わりであったり入学試験に出題されないから省略

といった日本とは大違いである。

因みに中国の著者の間での日本の有名人は「東条英機」「山本五十六」、そして中国に堂々と逆らった「小泉純一

郎」の 3 人だそうである。彼らと会話の中で特に強く感じたことであるが、日本人は良く「中国が豊になって世代

交代が進めば、自然と民主主義に移行していくだろう」と予測する楽観主義者は多く、又中国人留学生が海外で勉

学のため滞在すれば民主主義的思考が醸成され、人権派、民主派となって中国の民主化を推進するという考えは、

安直な予測に思えてならない。なぜなら、私と中国人留学生との「民主主義」についての会話バトルの中で、留学

生の 1 人は、はっきりと「何で中国に民主主義が必要なんだ」と、現在の政治体制で、みんなで豊になってきてい

る。との余りにも率直な言葉に感動すら覚えた。つまり、2 年や 3 年の海外留学で若いときから受けてきた教育の

影響が抜けきれるものではない。鄧少平以後の右肩上がりの時

代を生きた世代は、民主化の申し子となっていくより、国際的

なルールを無視して、中国型のルールやシステムに執着し続け

るのではないかという気がする。しかし救いもある。豊かな生

活を送ってきた一人っ子世代はナショナリズムが強く、強気な

態度を見せているが、彼らが自国の権益拡大の為の戦争をおこ

すとは考えずらい。一人っ子達の両親は、一人っ子が戦争に参

加することは望まず、一人っ子本人達も戦争より平和と安定を

望んでいる。結論として、案外一人っ子の世代が中国社会の中

核を担うようになったときにアジアに真の平和がもたらされる

のではと考えている。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

1/26 ガバナー公式訪問

炭谷亮一ｶﾞﾊﾞﾅｰ「ロータリーの大いなる変化」

2/2 阿部寛司様 (石川県警察本部 組織犯罪対

策課課長補佐)

「暴力団対策の現況と法改正について」

2/9 竹澤敦子様（学校法人アリス国際学園 学

校長）

2/16 本康宏史様（県立歴史博物館学芸課長）

「乃木大将と辻占売りの少年」

2/23 佛田利弘様（（株）ぶった農産 社長）
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点 鐘
ソング「手にてつないで」

四つのテスト

西村邦雄会長挨拶 炭谷ガバナー

ようこそおいで下さいました。あい

にく大雪となり大変足元の悪い日に

なってしまいましたが、会員一同、

ご歓迎いたします。これで全クラブ

を訪問された事になるとのこと、ご苦労様でした。やは

り、ガバナーになるということは、大変なことであると思います。幸い、ペッツ、地区協議会、地区大会が無事に

おわり、ほっとするとともに、貴重な体験をさせて貰ったという思いを強くしています。何事もチャレンジだ。や

ってみなければ分からない事がこの世のなかには沢山ある。面白かった。 今日は、炭谷ガバナーのお話を楽し

みに集いました。

ゲスト紹介 なし

ビジターの紹介 ガバナー 炭谷亮一様 ガバナー補佐 福田 裕様 地区幹事 岩倉 舟伊智様

《 食 事 》
幹事、委員会報告

西村邦雄会長：ラオス支援センター視察と世界遺産巡りは 5/8～ 14予定です。参加出来る方是非お願いします。

魏賢任幹事： 今晩は、①例会前の４時から 富山大手町 RC の方 5 名（実行委員長の津川氏、会長の清水氏，
次期会長の安川氏、、実行副委員長の石坂氏、次期幹事の岡本氏）が次年度の地区大会の打合

せのために来られました。こちらのクラブの出席者は藤間勘菊、西村邦雄、宮永満祐美、木

場紀子、野城勲、竹田敬一郎、石丸幹夫、魏賢任の皆さんでした .
②石川第 2分区ＩＭ（都市連合会）のご案内 小松東 RCのホストで、2/12（日）9:10点鐘 12:40
閉会で小松市民センター

大ホールで、¥2,000
締め切りは/30（月）

です。
基調講演は田中 毅氏

の「ロータリーの源流～

職業奉仕」です。 パネ

リストに炭谷亮一ガバナーもはいります。

③ 2/5（木）午後 2:00 から北国新聞交流ホール
で、北山会員のコンサートがあります。

④ 2/18（土）外国人在留資格問題シンポジウ
ム 県地場産業進行センター新館コンベンシ

ョンホールにて、基調講演は「日本で働くこ

と、経営すること～外国人としての素直な気

持ち」魏賢任です。 クラブ入会予定の行政書士森さんからの依頼でした。

⑤私のつけたルート名 昇龍道コースの名前が名古屋空港からの能登半島への北上観光ルートとして認められまし

た。特に龍の好きな中国人に受けてます。

ニコニコＢＯＸ ¥20,000- 本年度 ¥397,500- 残高 ¥3,808,190-
炭谷ガバナー 最後のガバナー公式訪問させていただきます。福田様、本当にご苦労様です。 福田ガバナ

ー補佐 炭谷ガバナーに同行訪問いたしました。宜しくお願いします。 岩倉地区幹事 ガバナー公式訪問

です。最後のクラブとなりました。炭谷ガバナー、福田ガバナー補佐御苦労さまでした。 西村会長 炭谷

ガバナー、福田ガバナー補佐ようこそおいでくださいました。 魏幹事 皆様こんばんは。炭谷ガバナー、

福田ガバナー補佐、ようこそクラブ訪問にいらっしゃいました。本日午後 4 時より富山大手町ＲＣ様と次年
度の地区大会の引き継ぎを無事に行いました。次年度も良い大会になるように祈念しております。 石丸会

員 炭谷ガバナー御苦労さまでした。66 番目のクラブ訪問ですね。もう少しがんばって下さい。 木場会員

炭谷ガバナー、最後の訪問本当にお疲れさまでした。福田ガバナー補佐、ようこそ！百万石へ。 藤間会

員 炭谷ガバナー、まだ半年ありますが最後のガバナー訪問お疲れさまでございます。 宮永会員 炭谷ガ

バナー、ガバナー訪問最終日ですね。お疲れさまでした。 水野会員 炭谷ガバナー様、ようこそ！！ 井口会員 炭谷ガバナ

ー、最後の公式訪問ですね。お疲れさまでした。

638 回 ガバナー訪問例会

ホテル日航30F

2012 1.26（木）19:00
出席率 22/36 61.11%

12 月の修正出席率 74．33 ％
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講話の時間 「ロータリーの大いなる変化」
国際ロータリー第 2610 地区 ガバナー 炭谷 亮一 様

同じことの繰り返しですが、昨年の 12/1が小松 RCがラスト前でした。
改めて、「今晩は ガバナーの炭谷亮一です」。今更ですが、この様にいいますと落ち着く

のです。役員の方は何回も同行されていらっしゃいましたので、またもや同じことですが、

少しご辛抱下さい。小松クラブを訪問してからもう 2 ヶ月も経ちますので調子が戻るかど
うかちょっと分かりません。お芝居でもそうですが、初日は 例えば中村勘三郎でも台詞

を忘れたりして下手くそらしいのですが、千秋楽が近づくにつれて上手になるそうです。

今日は又はじめからやっているみたいでうまく行くかどうか分かりませんがご挨拶とさせ

ていただきます。

さて 私、米国のサンディエゴの国際ロータリー協議会に昨年 1 月に行ってまいりまし
た。その時、空港には 15 年前に 17 歳の高校性の時に私の家にホームステイをしたことの

あるアンディ君がきてくれました。彼は奥さんとサンディゴにいます。もう 32歳です。4人で食事をしました。そ
のとき彼は目を輝かせていいました。日本をたってから海軍士官学校に行きまして軍務についていますが、仕事は

オペレーションの方で、この 10 年間はアフガンにも行っておらず、したがって幸い人を殺してはいないとの事で
した。このまま退役したいので、2 年前からロースクールにいっています。あと 2 年で弁護士の資格がとれるので
はないかと言っていました。ともかくこのまま静かに軍務を終えたいとの事でした。私も女房もそれを聞いて、日

本でのうちの教育が良かった「平和に徹している。」と思いました。出来れば戦争がないのがいいと言っていまし

た。

さて、次の月曜から金曜までの研修が始まりました。しかし、私は元気な方なので、朝 6 時に起きてジョギング
をしました。これは 34 の地区からでは私だけでした。海岸沿いに走り、退役空母のミッドウエイの前を通って、
毎日走りました。実はしかし、月曜日にジョキング姿でエレバーターにのりましたら、下の階から外国の方がのっ

て来て、私が「あなたも走るのか？」と話しますと、彼は米国の弁護士で、1999 － 2000 年度のガバナーでした。
今度は奥さんがガバナーになるので、エスコートして来たとの事でした。夫婦がガバナーでした。ロスの北の方の

人でした。いよいよ始まった研修は 532 の地区の夫婦で 1000 人以上でした。日本からの参加は 34地区で一般の医
家が 9人、歯医者 4人、僧侶と神主各 1名、あとはは企業の経営者でした。やはり医者歯医者が多かった様でした。
こんなに医療関係者が多かった事はこれまでありませんでした。年齢は 51 歳から 81 歳までで、最年少は長崎北東
RC の方で、百万石クラブの姉妹クラブの京都北東 RC の姉妹クラブの方で、私はその目に一度お会いしたことが
ありました。内科の先生です。お仕事は大丈夫ですか？とお聞きすると、弟と二人で病院をしていますので、1 年
くらいは何とかなるとの事でした。81 歳の方はなかなかのお金持ちらしく、東京日本橋 RC の片倉さんです。江戸
っ子ですね。例えば研修リーダーがロータリーは 15 年後にどうなっているでしょうか？と質問しましたら、「私な
んぞ 96 歳、まあお線香の一つでもあげて下さい。」といわれまして、皆笑ったと言う事です。さて私はなぜ故に、
奉仕奉仕と言うプレゼンテーションが RI の研修に多かったのか？考えました。そして RI の研修理事とか理事とか
や、その流れに詳しいロータリー友の編集長の二上さん（研修会には 10 年以上参加）にお聞きすると、確かにロ
ータリーの流れは奉仕に変わったと言う事でした。その後、私もそこでそれについていろいろ考えましたが。地区

協議会あたりで何とかまとまって来ました。ロータリーはどの辺から変わったのか？即ち、1987 年米国の連邦裁判
所がロータリーが女性会員を入会させなさい。と判断しました。1989年にシンガポールでの規定審議会で女性会員
の入会を正式に認めました。1995 年には 6 名の女性ガバナーが出現いたしました。今は 532 地区の中、85 名が女
性ガバナーです。実に 15 ％です。2017 年には３割が女性会員になるといわれています。やはり、女性が入会して
から変わったのではないのかと思います。私も石丸先生も岩倉さんも金沢北クラブに永くいました。そして今、百

万石クラブには 14 年いますが、私達は両方のクラブを知っています。金沢北クラブは男だけでして親睦が殆どで
したね。まあ一杯お酒どうですか？いただきます。と言う調子にやっておれば良いのでした。後は職業奉仕をまじ

めにしておれば良かった。と言うムードでした。私、石丸、岩倉 3 人が百万石クラブに移籍してからは何人もの女
性会員が入られ奉仕活動に熱心でした。まあ私らおしりをつっかかれて 14 年間やってまいりました。やはり女性
会員が入会し、かわりました。以前の古いロータリーは男性ばかりでしたから、友情深めるとか、男のサロンであ

り、ある意味ではフリーメイスンとも言われました。でも今では女性が多くなり変わったのではないのかと思いま

す。

今ロータリーは大いなる変化をしています。そして RI はロータリーの道、ビジョンを決定しました。読んで見ま
す。「私達はロータリーは世界中の地域社会にいる人々の生活改善に貢献するために、活発で行動力のあるクラブ

から成り立っていて、人々から選ばれた奉仕組織である」と発表しましたが、実際にはどうやったら良いか分から

ず、RIは 2009年に世界中の 2万人のロータリアンにアンケートをしました。その結果、「どんな方向に進むか？の
優先項目は ①クラブのサポートと強化 ②人道的奉仕の増強重点化 ③公共イメージ向上でした。と言うことは

「資質のいい人を入れなさい。」そうすれば人道的奉仕を実施します。そうすればロータリーのイメージがあがり

ます。そうすれば又ロータリーに入る人が増える事になります。というわけでロータリーは大いに変化して参りま

した。

さて普通ですと私はクラブ訪問時にここでラオスプロジェクトと昨年のポリオプラスのイルミネーションの映写

をしましたが、今日ははお話だけにします。私は 66 クラブ訪問して大変良かったと思っています。広く多くの会
員とお会いすることができました。そして非常に印象に残ったクラブもありました。例えば、それは私にとって移
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籍したくなる程でした。富山未来ロータリークラブは約 70 名ですが、女性会員も可成り多くて、平均年齢も 50 歳
未満の様で若いのです。兎に角、活発なクラブです。奉仕活動が盛んなのは小松東 RCと金沢百万石 RCです。
周年事業は 10 クラブありまして、祝辞を書いたり、述べたりしなければなりません。しかし、奉仕活動をあまり
してない所もあるのです。覇気がないですね。RI は 21 世紀には世界に冠たる奉仕組織にならねばならないと言っ
ています。しかも地域社会においては必要とされる組織にならないといけません。この金沢百万石クラブはそうな

っていますので、問題ありません。

ロータリーはまだまだ発展する余地がありますが、老人クラブといわれるクラブもあります。何でも平均年齢 73.5
歳、会員数は 7名で、10年どなたも入会してないので会長、幹事は 2回も 3回もしています。又時間配分のルーズ
なクラブもあります。私の話は 30 分でキチンとやめるようにしていますが、せっかく準備していても 15 分しかと
れないクラブもありました。仕方無いから相当とばしてしゃべりました。あと地ビールを作っているクラブもあっ

て、もっと訪問したいと思いました。あとは高岡、高岡北、高岡西、高岡万葉は全く女性会員がおりません。しか

し、可成り会員数があります。出席率もよいです。しかし、一昔前のロータリークラブの感じでした。

ラオスの話をしたら南砺 RC は 1000 円以上にもっと協力させて下さいとの事でした。またこれからも続けて協
力させて下さいといわれました。またラオスに日本語学校を作りたいので働きかけて欲しいともいわれました。例

会食事はやはり金沢北クラブの松魚亭が最高でした。ガバナーになって、私、３ kg肥りました。
自分の職業ですが、仕事はだんだん息子にシフトし、診療は 20人から 5人くらいに減りました。

最後に RI 会長になられる田中作次さんの話をします。ここ 30 年の日本人の会長は先ず東ケ崎さん、ついで向笠さ
んでした。しかし、田中さんは全く異色です。1953年、新潟県の田舎から集団就職で東京のガラス工場に就職しま
した。だから中卒ですね。しかし、勉強したかったので、夜間高校に通いました。3 年生の時、担任の先生が見所
ある少年とみて、1956 年に小さな文房具屋の老夫婦の養子になることをすすめました。それからはリアカーに紙を
積んで行商をしました。ついでミゼットに乗って一生懸命仕事をしました。そして目標の大手の製紙会社との直取

引をすることに成功しました。そして大問屋になりました。ロータリー（埼玉 八潮 RC）に入り、55 歳の時ガバ
ナーになりました。60 歳で英会話の勉強をしました。そして RI 理事にもなりました。65 歳で引退され、会社も暇
が出来、毎日八潮市のゴミ拾いを 365 日休まずにしました。1 ヶ月なんと 200Kg です。5 年間続けました。この汗
を流す奉仕の努力が並み居る RI 会長候補を押さえて会長におされました。田中さんにエールを送りましょう！
私もあと 5 ヶ月ですが、頑張ります。エールを下さい。田中さんの十分の一でも良いですから。ラオスには 66 ク
ラブ中 58 クラブから既に 230 万円が集っています。ラオス農業センターはバンカム地区の向かいの学校の敷地内
につくり、ここで職業教育をします。卒業生でなくて、学生に教える事になりました。荒れ地の開墾もいるので 3
～ 4年かかります。しかし、何とかうまくいくと思っています。またよろしくお願いいたします。点 鐘

富山大手町 RCと次年度地区大会の打ち合わせ

例会前の 4時から 富山大手町 RCの方 5名（実行委員
長の津川氏、会長の清水氏，次期会長の安川氏、、実行

副委員長の石坂氏、次期幹事の岡本氏）が次年度の地

区大会の打ち合わせのために来られました。

（西村会長、魏賢任幹事、宮永満祐美大会総務、藤

間勘菊前会長、木場紀子、野城勲、竹田敬一郎、三

崎、相川事務局 石丸幹夫会報 が出席）

会員消息
この仕事が本当に好き 上杉輝子会員

コスモテック代表取締役

我が社はオーナーの助手です。

24時間どこかでスタッフが頑張っています。
業務 建物総合メインテナンス

座右の銘 感謝

石川県鹿島郡鹿西出身

記事：石川法人会誌 nice work１ページより。

＊ ポリオ撲滅チャリティ・パーティー ＊
《1枚のチケットで 20人の子供の命を救えます》
会 場：六本木ヒルズハリウッドプラザ大ホール 照明は 18-18:50 六本木ヒルズ 66プラザ蜘蛛のオブジェ前
日 時： 2/20（月 19時〜 20時 30分 （受付開始 18時 30分）
チケット代 ： 1枚 8,000円 （「ポリオ・プラス」への寄付 1,000円を含みます） 定員：700名
ホテルオークラのおいしい料理とジャズやクラシックの生演奏で心も身体も温めて下さい。

東京六本木ＲＣが開催 ２／９（木）までに事務局までお申し込み下さい。

ラオス農業支援センター事業視察と世界遺産「秘境ルアンプランバン」7日間の申しこみお早く。

津川淳実行委員長

1/28 夜 ホテル日航 30F 雪景色


