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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 「アラブの春考察」 炭谷亮一

ナイジェリアに端を発した「アラブの春」は、エジプト、リビア更にはシリアにも波及している。

近いうちにシリアのアサド大統領も政権崩壊により、退陣するものと思われる。これらの国々では、

長年独裁政治が行われ、国民の多くは「ドレイ状態」におかれていたと言って良い。自由に目覚め

た民衆は「ドレイの平和より危険な自由を選ぶ」勇気を持つに至った。多くの民衆の血を流して勝

ち取った自由であるが、私には本当に彼たち自身の力だけで勝ち取った自由か、甚だ疑問が残る。

「アラブの春」は 21 世紀の早い時期に、王制サウディアラビアを筆頭にすべてのアラブ諸国を飲み

込んで行くと思われる。マスコミなどで伝えられているＰ．Ｃやモバイルを使ったＩＴ関連の情報力の影響は大で

はあるが、私には米英の世界中に民主主義を波及させるという国是に裏打ちされた戦略が見え隠れしている。長年

「ドレイ状態」の民衆が突然「自由」に目覚めるはずがない。結論を言うと「アラブの春」には米英の「見えざる

手」が大きな力となっていると考えている。

さて、アメリカは 20 世紀の後半、中東の原油に 6 割以上依存しており、故に中東においては「民主主義」「人権」

「自由」よりも安定が大切であった。従って中東諸国に民主化要求など一切せず、独裁政治を黙認してきた。とこ

ろが、21 世紀にはいるころからアメリカ政府とメジャーはエネルギー価格を徐々に一致協力し、戦略的に高価安定

へと持ってきた。これにより、北米に豊富に眠っている「オイル・サンド」「シェールガス」更には採掘技術の向

上により、アメリカの中東への依存度は極端に低下し、現在では 7 割が北米とメキシコから確保できるようになっ

た。更に、2 年後にはアメリカは石油製品の輸出国になるだろうと言われている。散々苦労したイラク戦争の戦果

としてイラクのエネルギーの利権は、がっちり手に入れており、因みにアフガンには膨大な量のレアアースの埋蔵

が確認されている。21 世紀においては、アメリカはエネル

ギーを含んだすべての天然資源の問題も食糧問題も存在せ

ず、楽々「自給自足」出来る国となった。更には世界一の

資源国になる可能性すらある。アメリカは「この地球上で

もはや何にも恐くない」状態となった。これからは、国是

であるこの地球上の全ての国に「民主主義」をとの政策を

進めるであろう。

2020 年頃には全ての中東諸国は民主化され、最後に残った

超大国、中国も 2030 年頃には民主化されるかもしれない。21
世紀は確実にアメリカのものである。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

2/2 阿部寛司様 (県警察本部組織犯罪対策課)

「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）

「福祉について」

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）

3/1 クラッシック演奏
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点 鐘
『 奉仕の理想 』

四つのテスト

北山吉明エレクト：ゲストの紹介をいたしま

す。本日の卓話者は竹澤敦子様です。今日は

西村会長がまだで先ず食事をいただいて、後

ほど会長挨拶でいいですか。

西村邦雄会長挨拶 今日は雪模様の中、往

診したために例会に遅刻してしまいました。

申し訳ありません。今日の卓話者は学校法人アリス国際学園学園長の竹澤敦子様です。福祉事業もなさっておられ、

幅広いお話を伺えるものと期待しております。

ゲスト紹介 卓話者）竹澤敦子様 学校法人アリス国際学園 学園長
社会福祉法人愛里巣（ありす）福祉会 理事長

ビジターのご紹介 なし
皆出席顕彰 今月はいらっしゃいません。
因みに皆出席状況

■ 通算皆出席

３３カ年３ヶ月 石丸会員 １３年５ヶ月 谷 会員 １３年３ヶ月 金 会員

９年７ヶ月 西村会員 １年１ヶ月 川 会員

※ 惜しくも多田会員 ４年８ヶ月でリタイヤとなりました・・・

■ 皆出席 ９年４ヶ月 村田会員 ５年５ヶ月 藤間会員 ４年８ヶ月 炭谷会員

４年６ヶ月 宮永会員 １年１０ヶ月 木場会員 １カ年８ヶ月 岩倉会員

１年１ヶ月 野城会員 ６ヶ月 魏 会員

《 食 事 》

幹事、委員会報告 是非ラオスへ

岩倉舟伊智地区幹事：先般木村幸生さんから、皆様にラオスの案内がい

ったと思いますが、本当は 30 名はないと困るのですが、まだ 12 名です。

内訳は金沢百万石が３，金沢香林坊３、小松東１、野々市１～２、山中

１、白山石川１です。特に百万石クラブは主管ですので、出来るだけお

願いいたします。魏賢任さんもいいですか？有り難うございます。

この件はガバナー月信にのりますが、5/11 にラオス教育省と合同で落成

式をします。

魏賢任クラブ幹事：2/7（火）金沢 8RC の幹事会がありました。新年会の決算報告があり、

295,000 円繰り越しでした。次年度は百万石クラブ担当ですのでよろしくお願いします。

ラオス行きは昨日木村さんに申しこみました。木村さんは何とかもう 1 週間頑張りますの

で多く参加お願いしますとの事でした。是非一人でも多くお願いします。

ニコニコＢＯＸ ¥29,000- 本年度 \434,500- 残高 ¥3,845,190-

※ 卓話者竹澤敦子様よりニコニコボックスを頂きました。
西村会長 竹澤様ようこそ。卓話楽しみにしています。 魏 幹事 皆様こんばんは。竹澤先生のお話

を楽しみにしております。 岩倉会員 竹澤様本日はよろしくお願いします。 北山会員 寒いですね

え～。竹澤さん、暖かいお話して下さい。 木場会員 竹澤様ようこそ百万石へ。お話楽しみにしてい

ます。 杵屋会員 竹澤様、本日の卓話よろしくお願いいたします。 炭谷ガバナー 竹澤様、本日の

卓話楽しみにしています。 藤間会員 雪が大変でした。竹澤様、お待ちいたしておりました。是非我

がクラブへよろしくお願いいたします。 宮永会員 竹澤様 ようこそ。 吉田会員 足元の悪い中、

竹澤敦子先生、お出掛けありがとうございます。 井口会員 竹澤さん 百万石へようこそ。今日はよ

ろしくお願いします。

講話の時間 「福 祉 に つ い て」

～地域福祉を高めなければ、明るい日本の未来はない～

639 回

ホテル日航5F

2012 2.9（木）19:00
出席率 20/36 55．56％

1 月の修正出席率 66.45%
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学校法人アリス国際学園 学園長社会福祉法人愛里巣（ありす）福祉会 理事長
竹澤敦子（たけざわあつこ）様

講師紹介 杵屋喜三以満プログラム委員長

【プロフィール】
昭和 57 年 3 月国立富山医科薬科大学薬学部卒業

昭和 58 年 3 月国立金沢大学薬学部修士課程中退

昭和 58 年 4 月から平成 2 年 3 月まで高木総合病院薬局長

平成 2 年 4 月からフィットネスクラブおよび温泉経営

平成 3 年 4 月泉ガ丘保育園勤務

平成 7 年 4 月学校法人アリス国際学園事務局長就任

平成 10 年 4 月泉ガ丘保育園副園長就任

平成 13 年 4 月専門学校アリス国際学園学校長就任

平成 16 年 4 月社会福祉法人愛里巣福祉会理事長就任

平成 17 年 4 月泉ガ丘保育園園長就任

平成 23 年 4 月専門学校アリス学園学園長就任

資格；

薬剤師、社会福祉施設長資格（全社協）、介護教員（厚労省）、生活支援員、サービス管

理責任者、温泉療法士、キャリアコンサルタント、ワークガイダンス講習講師、日本語

教師、入国管理局申請取次者、労務管理士、職業紹介責任者、派遣元責任者など

現在役職；専門学校アリス学園学園長

社会福祉法人愛里巣福祉会理事長

泉ガ丘保育園園長

石川県私学審議委員

石川県社会福祉施設経営者協議会理事

講話： 今晩は、メンバーには福祉の大先輩もいろいろいらっしゃって、今日は本気でお話せねばと思っていま

す。新幹線の事もあり、活気ある金沢市のためにです。

アリス学院は金沢は南、錦ケ丘の横にあります。社会福祉法人２,、障害者施設、 児童館１，学童クラブ３，（4
月から 4）あります。私たちは循環型福祉を考えています。地域福祉をたかめ、住みやすい金沢です。

①子育ての現状 まず出生率の低下です。結婚しない、生まない、出生率は 2005 年 1.262 2011 年 1.39 と少々あ

がっていますが、一人っ子はむしろ減って 3 人もあって 2 極化しています。一方 離婚率は 35 ％にも達していま

す。 年功序列から収入も２極化し、貧しくなると奥さんも働かなければなりません。それで幼稚園より保育園が

混んできます。特に０～ 2 歳がいっぱいです。祖父母の同居がない事もあります。

貧困女性は独身者の 1/3 にも達しています。手取りは男の年平均 649 万に対し、女性は 41 ％で 269 万円です。母子

家庭もありますが、養育費を男性からもらっているのは 20 ％しかいません。働くより得と言われる月 16 万円の支

援もありますが、これでは大学には行けません。

②価値観の変化 ブータン国王が来られ、幸福の物差しについていわれましたが、現在の日本の県別の幸福度ラン

キングは１位は福井県、２位は富山県、3 位は石川県となっていまして、大都会は所得が多くてもそうなっていま

せん。しかも出生率の一番は福井県です。

IT 化では価値観とか情報の共有で人間の繋がりになっています。ライフスタイルも変化し、マイホームの夢の４部

屋のローンを組みますが、子供が独立したら、家族形態が崩れて二人になってしまいます。更に一人になります。

親子は別居です。おじいちゃん、おばあちゃんは大きな家にいます。しかし、自宅介護は人で足らずで高齢者賃貸

住宅も不足しています。認知症は 65 歳以上の 11 ％がかかるといわれています。男性は心臓や脳血管障害でパット

亡くなる事が多いのですが、女性は衰弱でして、特に骨格系の傷害やうつ、失禁などがあります。少しでも衰えを

防ぐために新しい友人をつくったり、仕事をしたりする必要もあります。スエーデンでは 75 ％に仕事を 1 週間以

内に世話しています。

日本で一番の「地元自慢」をするのが金沢人であるといわれています。人口 333,000 人でＧＤＰ世界 5 位の国ア

イスランドのように人口だけではありません。金沢は助け合いの強い街です。福祉充実の石川県です。ボランティ

アで介護充実したいです。

少子化で日本の知識料の低下がおこります。老人も知恵も大切です。金沢市に来る文化人も増やしたいです。

定年退職の人達にも沢山来て欲しいと思います。特にこの点はロータリークラブは重要な役割が出来ると思います。

引っ張って下さい。

点 鐘

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」の申しこみお早く。2/8必着

① 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン ルアンブラバン バンコク 関西空港 5/14（月）

② 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン バンコク 関西空港 5/12（土）
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END POLIO NOW ロータリーの友 英語版「TOMO」070 の表紙になりました。再掲

COVER REPORT
”END POLIO NOW
Illumination Event at Kanazawa Castle
ロータリーの 106 年を記念して、金沢百万石 RC、2610 地区は 2011.2.23 に金沢城において、END POLOIO NOW
イルミネーションを催しました。

この城は前田城主により 17 世紀のはじめに建てられました。かれは年間百万石あるいは 500 万ブッシェル（35 リ

ットル）の米に相当する領地をもっていました。造られた時は日本でも最も壮大な城の一つといわれました。

この日本でまだ一部分残っているお城や他の歴史的建造物が公衆へのこのチャリティメッセージを伝えるために提

供されました。このロータリークラブはフォトコンテストをスポンサーし、盛り上がりました。このユニークなイ

ベントは新聞やテレビに報道され、わが惑星からのポリオ根絶のロタリーの地球規模の努力へにたいする公衆の意

識に貢献しました。

これについては 「ポリオ撲滅 金沢城から発信 日本初のイルミネーション投影」として

Ｐ 18-17 2011.4 にロータリーの友(No.70） ＲＩロータリーコーディネーター補佐 中川可能作（金沢香林坊

ＲＣ）パストガバナーが投稿されています。

石川第 2 分区ＩＭ（都市連合会）
2012.2.12 小松市民センター大ホール 9:10 ～ 12:40 小松東ロータリークラブ担当

基調講演 「職業奉仕の未来展望」2680 地区パストガバナー 田中毅氏（尼崎西 RC）

田中氏はライフワークの職業奉仕の神髄を語られた。又、次のパネルディスカッションでは潮津第二分区ガバナ

ーのコーデネーターもすばらしかった。 金沢百万石 RC からは炭谷ガバナー、岩倉地区幹事、西村会長、石丸地

区副幹事が出席した。


