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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 「知的な友人と名著」 炭谷亮一

私には、知的で心が通じ合い、そしてチャーミングな友人が数人いる。私は彼らと出会い友情

をはぐくみ共に人生を歩んでいることに無上の喜びを感じている。

かの有名な吉田兼好は、「徒然草」の中で、持ちたい友人について次のように書いている。「良き

友三つあり、一つはものくるる友、二つには医師、三つには知恵のある友」おそらく中学校の授業

で習ったのだと思うが、吉田兼好流の「友達のススメ」だと思う。

私自身、若い頃には考え方が違っていても、友人だからとある程度は、我慢して付き合えた。右

翼的な考え方の友人、左翼的な考え方の友人、或いはアナーキーな友人、ともかくワイワイガヤガ

ヤ議論しあって意見に違いがかえって自分の考え方をはっきりさせることができ、また相手が一枚上手だとチクシ

ョーもっと勉強しなくてはと反省し、次回は逆に論破し負かそうと勉強したものだった。考え方の違いがむしろ自

分を高めることに役立ってきたのだろう。

ところが、60 歳を超えた頃から、その人が長年培ってきた基本的な思想、信条のことで、それが違う人とは友

情を育めないと考えるようになってきた。

ともかく考え方の違う人と付き合うのに非常に疲れるようになり我慢できなくなり、一緒にいても面白くない。

だから、次第に付き合いがおざなりになってしまい、だんだん付き合う機会が減っていくという具合である。

人生は一度しかないのだから、もっともっと多くの素晴らしい友人に出会いたかったが、友情を深めるには年月

が必要で、新しい親友はもう無理ではないかと考えている。現在の親友達と大切に付き合うことにしている。

さて、書物については私にとって読書は趣味といえる

くらい好きである。平均的日本人のおそらく少なくとも

3 倍くらいは読書に時間を割いているが、世間で言われ

ている名著・良書はおそらく、１％程度しか読破してい

ないのではと考えている。是非、命ある内に読破を試み

たいが今の調子でいけば、おそらくあと 100 年は掛か

るのではないかと考えている。人間の英智の結集である

名著・良書をすべて読破せずして、私は死んでも死にき

れないと考えている。現在、64 歳ですから、164 歳く

らいまで生きてすべて読破したいと考えている。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

2/23 佛田利弘様（（株）ぶった農産 社長）

3/1 「～ T の世界」コンサート（岩田志貴子様、

田代真佐子様、田島睦子様」

3/8 武藤清秀会員（むとう設計(有)代表取締役
3/15 休会

3/22 坪倉かなう様

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/19 休会

6/23（土）今年度会長幹事慰労会

6/28 23 の振り替えで 休会

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 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 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 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
『 奉仕の理想 』

四つのテスト

会長挨拶： 今日は、晴れていたの

ですが一日中寒い一日でした。出席

率が悪いのが少し気になります。さ

て、本日は株式会社ぶった農産の代

表取締役社長 佛田利弘様にお話し

していただきます。「ＴＰＰとかぶら

寿し」というテーマですので、どういう展開になるか今から楽しみです。

ビジターのご紹介

ゲストのご紹介 卓話者 佛田 利弘（ぶった・としひろ）様 (株)ぶった農産 取締役社長

幹事、委員会報告
西村邦雄会長：東日本大震災の義援金ボックスをまた回しますのでよろしくお願いします。

ニコニコＢＯＸ
¥10,000- 本年度 \453,500- 残高 ¥3,864,190-
西村会長 佛田利弘様ようこそ。卓話楽しみにしています。 杵屋会員 佛田さん、本日は卓話たの

しみに致して居ります。お忙しい中、ありがとうございます。 木場会員 二月十九日、はじめてのお給

料が出たとのことで、李暁燕さんにお食事ごちそうになりました。皆様によろしくとのことでした。 藤

間会員 佛田様ようこそ。金沢の豊富な食文化、卓話楽しみにいたしてます。 水野会員 先日、六

本木ＲＣのポリオ・エンド・ナウの点灯式に行ってきました。こう言っては何ですが、断然百万石クラブ

の時が素晴らしかったです。 宮永会員 ようやく地区大会監査がおわりました。これで、ようやくお役

ご免、今度こそです。ありがとうございました。

《 食 事 》
講話の時間

「 ＴＰＰとかぶら寿し」
佛田 利弘（ぶった・としひろ）様 (株)ぶった農産 取締役社長

【経歴】
昭和３５年（1960） １１月に分家農家の５代目長男として生まれる

昭和５８年(1983) 農林水産省農業者大学校卒業後、農業(家業)に従事

昭和６３年（1988） 農業経営を法人化、有限会社ぶった農産設立

平成 ６年(1994) 農水省農政審議会専門委員、以降政府委員多数歴任

平成１３年(2001) 株式会社ぶった農産代表取締役社長

平成２０年(2008) 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科修士課程入学（今春終了予定）

平成２２年(2010) 行政刷新会議 規制・制度改革に関する分科会委員

内閣総理大臣が議長を務める『食と農林魚業の再生実現会議構成員』（官邸）

平成２３年(2011) 野々市産業戦略会議理事長

その間、デンマーク、米国３大学短期研修、タイ北部山岳民族、キューバ、オランダ、フランス、韓国、香港、OECD、ドイツ、

スウェーデン、カ ンボジア、国内各地等で、ホームスティ、調査等

講話
TPP とかぶら寿司 全く関係無いようで、密接な関係があります。もし、関税がなく

なり、貿易が自由化したら、かぶら寿司は食べられなくなるのか。

カブラ寿司の歴史は前田公が参勤交代の徳川将軍への献上品として作らせたという事

です。出世魚の鰤を使ったのも前田公の計らいではないかという説があり、江戸に上

る時に発酵が進み熟成したのではないかといわれています。当初は大根を使っていた

とされ、その後日持ちなど考慮してかぶらとなったとされています。

かぶらずしの商業生産をはじめたのは戦後であり、この原料の金沢青かぶは長坂あた

りで生産され、その後米丸に移る。野々市上林地区を中心とした地域に移ったのは、

昭和 38 年ごろで、根こぶ病という連作障害で一度作ると５～６年は作付けが難しい。

続いてスライドを使い、農業の機能、農業の特性、資本回転が低い、利潤が低い、変

動大きくリスクが高い、集落や用水、地域住民、環境と密接に関わる。あとの見えな

い農業から 見える農業へ 生産者から技術経営者へ 技術経営（MOT）の実現。 TPP（環太平洋連携協定）と

639 回

ホテル日航5F

2012 2.23（木）19:00
出席率 17/36 47.22 %

1 月の修正出席率 66.45%
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は何か。食と農林漁業の再生実現会議 野田首相を議長としての会議構成委員として参加し、「ハイレベルな経済

連携は現政権のマストである」 「経済連携と農業再生は切り離して考える」の総理の言葉があった。 国境措置

撤廃による日本の農産物生産への影響試算では 食料自給率は 40 ％から 14 ％にまでなり、経済の自由化は 民族

や地域の文化や習慣 自然資源を使うハタや田んぼなどすべて一緒には出来ない。しかし世界は繋がっているとい

う現実。日本の農家の就業人口は 60 歳以上が 7 割であり、高齢化している。

終わりに 加賀能登地区は、野趣あふれた地域であり、文化的にも例を見ない地域である。

この地域で培った文化や芸術を昇華させるためにも、地域の食をどのようにするかが重要。 地産地消はもとより、

食の意味を考えること、食を感じる事が大切。 この生き方、感じ方を内外後世に伝えてゆくことにより、食を大

切にする心を涵養する地域になってゆくことが重要である。

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」

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）

例会のご案内～「Ｔの世界」コンサート～

北山会員のご紹介により三人の音楽家を例会にお迎えし、クラッシックの演奏を聴かせていただきます。

日 時 ２０１２年３月 １日（木）１９：００～

場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「ルグランドルミエール」

会 費 御同伴者のみ ３，０００円（食事代）

卓 話 「Ｔの世界」コンサート

 岩田志貴子 様 （ソプラノ）

 田代真佐子 様 （フルート）

 田島 睦子 様 （ピアノ）

曲 目 春のこえ（ヨハンシュトラウス）

夜明けのスキャット ほか

END POLIO NOW 東京神宮 RC 中沢潔氏より

東京神宮 RC 中沢潔氏撮影

さて、私どもの関係グループで六本木ロータリー主催、９クラブが共催して、六本木ヒル

ズにて、END POLIO NOW の点灯を行いました。

当日は六本木ヒルズの外壁２ヶ所にメッセージを点灯して、その後のチャリティパーテ

ィー券販売により寄付を募りました。

NHK 他のテレビのニュースでも放映されました。

日本では金沢城に続く２番目のイべントと聞きました。

簡単な写真ですが添付いたします。

■ 3．4月 金沢８ＲＣ例会変更

金 沢ＲＣ 4/11（水）18:00～「金沢ニューグランドホテル」観桜会
金沢東ＲＣ 3/19（月）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/9（月）18:30～ 「金沢スカイホテル」春の特別例会
金沢西ＲＣ 3/30（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/6（金）18:30～「和田屋」観桜例会
4/27（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

金沢南ＲＣ 4/10（火）18:30～「観桜会」つば甚
金沢北ＲＣ 4/5（木）18:30～「お花見夜間例会」金城楼
香林坊ＲＣ 4/2（月）金沢エクセルホテル東急２Ｆてまり メイクアップ可

4/16（月）18:30～「観桜会」場所未定
みなとＲＣ 4/17（火）時間未定 「観桜夜間例会」 ゆわく温泉かなや
百万石ＲＣ 3/15（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

理事役員会のご案内
日 時 ： 3 月 8 日(木) 例 会 後 場 所 ： ホテル日航金沢 5 Ｆ

議 件 ： 1.事務局の運営について 2.その他


