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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 4 月のロータリーレートは １ドル＝ 82 円

金沢百万石

ガバナーからの手紙 「イラン危機」 炭谷亮一
2012 年アメリカの戦場は、中国でも北朝鮮でもない、それはイラクとアフガンに挟まれたイラクであろう。

現在、世界中のアメリカとその同盟国が経済制裁を強め、イラン包囲網を作り、経済的にじわりじわりと締め

上げているが、イランは核兵器製造をやめようとしない。

対するイランは、「ホルムズ海峡封鎖」というカードで応じている。ペルシャ湾とアラビア海をつなぐこの海峡

には、世界の海上石油輸送ルート 40 ％が集中している。

歴史に学べばわかるが「海峡の封鎖」は戦争につながる。 例えば 1967 年の 6 日戦争（第３次中東戦争）では、

エジプト大統領のナセルによるティラン海峡封鎖が開戦のきっかけとなった。アジア・アフリカへの出口を失う

イスラエルにとって、封鎖は到底看過できるものではなかった。まして今回は、世界のエネルギー調達が掛かっ

ている。ヨーロッパも中国も、中東の原油に頼っている多くの国が参戦する可能性すらある。

さて、イランはシーア派の国家だが、全世界のイスラム教徒の約８割はスンニ派だ。シーア派の地位に甘んじ

たまま１４００年を過ごしてきた。

「核兵器を持つことによって、シーア派国家がイスラム世界の覇者となる」というのは、イランの偽らざる真

の野望なのである。また、イランが核開発に成功すればサウジアラビアやエジプトといったスンニ派国家も対抗

的措置として核開発に踏み切るだろう。

一方、そうしたイスラム国家に囲まれたイスラエルとしては、何としてもイランから始まる「核開発の連鎖」

を防がなくてはならない。

イスラエルは過去に、シリアやイラクの核施設を空爆し成功を収めた。今回、イラン空爆には一つの追加条件

が必要となる。それは、「アメリカのサポート」だ。シリアやイラクに比べて、イスラエルからイランまでの距離

は倍以上ある。つまり、米軍による空中給油なくして航空機はオペレーションを完遂できない。また、イランが

発射するであろう数々の対空ミサイル、レーダー施設などを事前に破壊する必要がある。これにはアラビア海に

展開する空母からのクルーズ・ミサイル攻撃が欠かせない。

１１月にアメリカ大統領選挙がある。仮に投票日前にアメリカがイスラエルと共に武力行使に踏み切り、イラ

ンを屈服させることが出来たら、オバマ政権の支持率は跳ね上がる。そうなれば、共和党候補に勝ち目はない。

湾岸戦争に勝利した直後、当時のブッシュ Sr.政権の支持率が９０％に達したことをオバマが覚えていないわけが

ない。

イランとの戦争は、オバマにとって大統領再選への強力で絶大な応援といえよう。

戦争はたった一つの偶発から起こりうる。それは、ホルムズ海峡封鎖であるか？イスラエル軍機による一発の

ミサイルなのか？この戦争は、中東の石油に頼るヨーロッパ、中国、そして日本の熱い熱い支援が期待できる。

５月～７月にかけて開戦、そして８月～１０月終戦のスケジュールが濃厚である。
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点 鐘
それでこそロータリー
四つのテスト
西村邦雄会長挨拶：今日は、北山次

期会長の会長エレクト研修セミナー

（ＰＥＴＳ）の報告があります。昨

年のＰＥＴＳを思い出すと共に、少

しずつ肩から荷を降ろしつつあるな

あという気分になります。昨年ＰＥ

ＴＳの実行委員長をしていたのが、北山会員ですから、次期会長の中では、一番ロータリーのことがわかってい

た訳です。詳しくは、ＰＥＴＳの報告をしていただきます。

ゲストのご紹介 なし ビジター なし

藤間勘菊会員に米山奨学生の委嘱を 食 事

幹事・委員会報告

魏賢任幹事：本日 1:30
から金沢北 RC 主催で

金沢 8RC の新旧幹事合

同連絡会がありました。

いよいよ次年度が近づ

いてきました。本日の

例会には北山次期会長

の PETS のお話があり

ます。

ゴルフコンペの御案内

上杉輝子親睦委員長：皆

様今晩は FAX 等で既にご案内いたしましたが 4/15（日） 企画しておます。

現在まだ 6 名です。お友達もいいですから参加して下さい。またゴルフしない

方でも菜香楼新館での朝の打ち上げの食事会に御参加下さい。ご連絡をお願い

いたします。

北山吉明エレクト： ①地区大会で演奏をお願いした桜ヶ丘高校のメンバーが 4/19 定期演奏を

します。そのため一人 14 件の訪問をするそうです。私もこれまで 3000 円の広告をしていたの

ですがもし、訪問があったらよろしくお願いします。

「クラブでまとめたら」の意見あり、

②東日本震災チャリティコンサートをいたします。よろしくお願いいたします。4/7（土）金沢市アートホール 19:00
北山吉明 meets ハモら内科（アカペラユニット） 司会（柴崎美保 石川テレビ)¥1000

ニコニコＢＯＸ
¥10,000- 本年度 \534,500- 残高 ¥3,945,190-

西村会長 北山先生、いよいよです

ね。ガッツで乗り切って下さい。 金

会員 北山会長エレクト、本日はよろ

しく。いよいよ近づいてきましたね。

多田会員 北山さん、ＰＥＴＳご

苦労様でした。卓話よろしく。 二木

会員 北山先生、川さんＰＥＴＳ出席

ご苦労さん。次年度まであと三ヶ月で

すね。よろしくお願いします。 藤間

会員 北山先生、ＰＥＴＳ報告ですが、

いよいよ次年度の準備になりますが、

よろしくお願いいたします。 宮永会

員 現代美術展にて夫が「書」の一般

部で過分な賞をいただきました。

藤間勘菊会員米山カウンセラーに
金沢百万石ロータリークラブ

藤間勘菊殿
カウンセラー委嘱状

貴殿を下記奨学生のカウンセラーに
委嘱申し上げます

蒓奨学生 郭
奨学期間 2012年4月～2013年3月
学校名 北陸大学
月額奨学金額 100,000円

公益財団法人ロータリー米山奨学会

理事長 板橋敏雄

クラブ例会予定 2011-2012 年度

3/22 坪倉かなう様(バイオリン奏者)

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/5 荒井クニコ様（ニューハーフ）

「ﾆｭｰﾊｰﾌ クニコの言いたい放題」

4/12 石動博一様（(株)イスルギ 代表取締役専務）

「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」

4/19 休会

4/26 釣谷雅楽仁様 （生田流箏曲家）

5/3 休会（法定休日）

5/10 松田清幸尼（長幸寺住職）

5/17 金澤刑務所 所長

5/24 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

5/31 辰巳クミ会員（共和化学興業(株)代表取締役）

6/21 バンドネオン 演奏

6/23（土）今年度会長幹事慰労会

6/28 23 の振り替えで 休会

646 回

ホテル日航5F

2012 3.29 木）19:00
出席率 20/36 55.56%

1 月の修正出席率 66.45%
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講話の時間 「ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）報告」
北山吉明会長エレクト

3/11 富山市電気ビルにて 富山西 RC 主

催で行われれました。昨年は私たちがやりまし

たが、基本的には大差なくて、プログラムに沿

って申し上げます。炭谷ガバナー等のご挨拶は

一応省略して、中尾エレクトの国際ロータリー

協議会の報告と所信表明を述べます。

中尾哲雄さんは富山西ＲＣの出身で、大変優秀

な方です。とても多くの役職や賞をいただいて

います。

国際協議会にての田中作次さんについての印象

をはなされました。2012 ～ 13 年のスローガン

は「奉仕を通じて平和を Peace through
service」です。このロゴの入ったバナーがここにあります。鶴とか桜などが描い

てあります。いかにも日本を代表した図案ですね。

次は次期ガバナーの方針です。英語が堪能な方で田中ＲＩ次期会長のの書か

れた本を訳しながら説明されていました。その中でラストの所ですが、2012 ～

2013 の地区目標を話されました。3 つの大きな profit があり、①基本的な Rotary
の考え方で学ぼう ②誠実な職業の理念の下でビジネスの交流と拡大を図って

行こう。③元気なクラブをつくって行こう。でした。

この元気なクラブには①新しいビジネスを発掘して新しい職業分類表を作ろう。②地域のために何が出来るの

かを考えよう。③クラブはロータリーの未来夢計画を理解していただく事④米山奨学会は出来るだけ多く支持し

たい。しかし一国に偏らない様に。⑤各会員が Rotary についてもっと語り合いたい。⑥ Rotary の問題点を考える

委員会をつくる。（岩倉会員を委員に）

以上、しゃべり方も炭谷ガバナーとは全然違っていて中尾節で刺激的ではありませんが落ち着いていました。い

ろいおろ考えがおありの様でした。

また次期研修リーダーの講演は目新しいものでもありませんでした。 未来ゆめ計画は R 財団の松本さんが講演

され、具体的には R 財団とか米山のおカネの流れが説明され、スライドでは①教育プログラム②人道プログラム

③ポリオプラスなどの補助金など についてでした。

米山の寄付金について厳しい財政事情、サブクラブ制度を導入して留学生に対処する。などありました。

質疑応答 会長より一言

点 鐘
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 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 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 4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

RI2610 地区硬式テニス大会
日 時：４月１５日（日）午後１：００～４：００

場 所：スポーツクラブ V １０ 室内コート（泉野）

金沢市泉野町４－８－８ TEL：０７６－２４４－３４３４

※ 室内コートですので内履き可能なテニスシューズをご用意ください。

参加費：１，０００円（当日集めます

今年も『2012 となみチューリップフェア』が 4/25(水)から 5/6(日)まで開催されます。
当クラブでは、ご案内(添付)の通り期間中にチューリップ例会(4/27)及び

『友愛の広場in砺波』(4/25～27)を開催しております。

是非、お越しくださいますよう会員一同お待ちしております。

尚、4/27(金)の例会にお越しの際は、お食事の準備の都合もございますので

別紙名簿を記入の上、4/20(金)までご連絡下さいますよう宜しくお願いいたします。

砺波ロータリークラブ幹事 宮越敏信


