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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 「民主主義と米山奨学生」 炭谷亮一

2011 年 12 月に米山奨学生の採用試験で 2 回目の試験委員として出席し、印象に残ったこ

とを述べてみたいと思います。

受験生は母国語と日本語だけでなく、もう一つ英語まで自由に話すマルチリンガルが多

いのが特徴です。そして、日本人の若者と比較すると、将来への目的意識がしっかりして

おり、自己主張が強い傾向にあります。

ロータリーについて聞くと、ロータリー自体ではなく米山奨学会の制度について、とうと

うと説明するケースがほとんどだったように思います。出身国にロータリークラブが存在

しない学生に、世界的にみてもアフリカ諸国の大半、

中東諸国、中国、北朝鮮などにロータリークラブは存在しない。どうしてですか、と質問

すると学生は当惑し少し考えた後に、ちんぷんかんぷんの回答をしたり、ギブアップする

ケースがほとんどでした。この 2 年間で、ただ一人 21 歳の女性が、「私の国の政府が民主主義を拒否しているか

ら、民主的組織であるロータリークラブは存在しない」と的確に答えて、われわれ試験委員は飛び上がらんばか

りに驚かされました。

推測するに、彼女は英語能力に優れているとのことなので、民主主義（democracy）の語源を知っている。すな

わち Democracy という言葉は、ギリシャ語の“demos（民

衆）”と“kratia（統治）”からなる合成語であると知って

いるのでしょう。民衆が統治する、すなわち、国民主権

が民主主義であると理解しているのでしょう。将来の希

望は、金融学を深めるために京都大学の大学院へ進学し

たいとのこと。2 年目にして本当に素晴らしい学生に出

会えて幸せな気持ちでいっぱいでした。

この素晴らしい米山奨学生、北陸大学 4 年の郭蒓さんを

当クラブがホストとしてお世話することになりました。

大いに彼女を支援しましょう。
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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) 阿原美和

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 9：00 ～ 15：00 木 9：00 ～ 12：00 ､ 17:30 ～ 20:00 休憩時間 12：00 ～ 13：00

休日（土日祝日) 魏幹事 09037629170 宮永副幹事 09020331766

クラブ例会予定 2011-2012 年度

5/3 休会（法定休日）

5/10 松田清幸尼（長幸寺住職）

5/17 江守道子会員(金沢パイロットクラブ)

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）

6/7 岡田昌美様(光和防災)｢笑顔が見たくて｣

6/14 飯山晄朗様

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
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点 鐘
ソング『ＲＯＴＡＲＹ』
四つのテスト

会長挨拶 5 月最初の例会です。

いつものことですが、開始時の出席

が悪いのが気になります。

今日の卓話は、長幸寺住職の松田清

幸尼様に「切に生きて」というテー

マでお話しいただきます。いつもと違った含蓄のあるお話が聞けるものと期

待しています。

ゲストのご紹介 （卓話者）松田 清幸（まつだ せいこう）尼様（ 長

幸寺住職）

ビジターの紹介 奥田久雄様（金沢北）

皆出席表彰 なし

今月の誕生者の紹介 3 日 岩倉 舟伊智会員 22 日 吉田 昭生会員

22 日 相良 光貞会員

《 食 事 》

幹事・委員会報告
永原源八郎広報委員会委員長： 5/13（日）金沢城市民リレーマラソン大会があります。百万石

クラブから１チームがでます。ハーフコースですが、先ず村田祐一会員が走ります。あとその友

人とか魏賢任夫人、魏賢任会員の家族やお知り合いや竹田敬一郎会員の息子さんとか、10 名がで

ます。今の所、クラブのＴシャツが六枚しか確保出来ません。ありましたら事務局までお願いし

ます。当日マラソン後、エムザの魏賢任さんのお店で打ち上げ会をします。沢山参加して下さい。

2000 ～ 3000 円の予定です。

ニコニコＢＯＸ ¥13,000- 本年度 ¥600,500- 残高 ¥4,011,190-
金沢北ＲＣ奥田様：西村会長はじめ百万石ロータリークラブの皆さん、ご苦労様です。やっとメイキャッ

プにこれました。西村会長：松田様ようこそ。卓話楽しみにしています。 石丸会員：松田清幸尼様の講

話有難く拝聴致します。東京世田谷

中央ＲＣへ行って来ました。 江守

巧会員・道子会員：お久しぶりで

す。色々とあり出席出来ませんでし

たが、一段落しました。今後とも宜

しくお願いします。 藤間会員：松

田様ようこそ。卓話楽しみに致して

おります。奥田様ようこそ。 水野

会員：事務局の阿原さん、これからお世話になります。よ

ろしくお願いします。 吉田会員：長幸寺さん本日はご多

忙の中ご出席いただきありがとうございます。卓話楽しみにしています。

講話の時間 ｢切に生きる｣ 松田 清幸 尼 様

プロフィール
真言宗 長幸寺 住職

平成 2 年 高野山元内待長の従弟として出家得度

平成 2 年 高野山大師教会本部総裁 阿倍野竜正大僧正より加持祈祷允可

平成 9 年 北陸放送ラジオ番組にて『松田清幸この頃思ったちょっといい話』レギュラー出演

平成 11 年 高野山総本山金剛峰寺執行教学部長の従弟となる

平成 12 年 宗教法人・長幸寺(新寺)建立

平成 12 年～ 北國新聞にて『のべの送り』執筆

平成 12 ～ 13 年 北國文化センター主催、ＮＨＫ大河ドラマ『利家とまつ』高野山バスツアー特別ゲストとして参加

平成 15 年 6 月 成就山長幸寺の住職に。人々の様々な悩みごと相談や祈願・祈祷・供養に励む傍ら、福祉や教育、歴史文化面

などに多岐に渡り活躍、現在に至る

平成 18 年 3 ～ 5 月 中日文化センター特別講座｢尼僧に聴く｣講師

平成 18 年 5 月 中日文化センター｢再見、世界遺産・高野山｣ツアー特別ゲストとして参加

原崇浩展の案内の会長

649 回

ホテル日航3F

2012 5.9（木）19:00
出席率 22/36 61.11%

3 月修正出席率 68.06 ％
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平成 18 年 7 月 北國新聞・リビングかなざわ『しあわせ相談』連載開始

平成 19 年 4 ～ 9 月 テレビ金沢｢ BeBe みつばち｣コメンテーターとして出演 文化活動、講演など多数、現在に至る

講話 はじめまして、如来寺様にご紹介いただき、今ここでお話出来ますことはな

はだ光栄です。私は今、野々市市で小さいお寺の住職をしています。

橋場町で生まれ、その頃、そこでは朝から夜まで毎日チンチン電車がはしり、懐か

しい思い出です。東山、主計町、浅野川、天神町辺りを勉強もせず、毎日の様に歩

きました。浅野川の洪水では天神橋、常磐橋、梅の橋、小橋、昌永橋がおちました。

あの時の泥水のにおいは大変でした。現在の松魚亭の場所はススキの原っぱでした。

そこではよく花火をみました。今では高いビルも建ち並び淋しいかぎりです。

高野山は 42 才の時で交通事故で主人が亡くなってからです。子供は３才でした。

出家したときは高野山と言えばどこにあるのかとか女人禁制の寺とか思っている人

もいる時代でした。和歌山県にあり、標高 900 ｍの所です。出家の後を子供は追っ掛

ける事も無く、25 年たちました。はじめは寺の事も全くわからず皆不思議な体験ば

かりでした。お寺には思いもしなかったいじめもありました。しかし今は何とかお

寺の住職になりました。息子も 25 才に成り、浄土宗の大本山で修行中です。

優等生でもなかった私を金沢の風土がはぐくんでくれて、オンリーワンの生き方をさせてくれました。明日の事

は分かりませんが,生き抜く勇気、力、知恵がいります。自分が幸せでないと他人を幸せには出来ません。

頭を剃ったのは子供が小 4 の頃です。悩んでいましたら「剃ったら」と子供に言われ踏ん切りがつきました。

高野山で言われたように剃髪しますと世間の信用は全然ちがいます。本日もホテル日航の駐車場の係の方の親切

な行為には驚きました。剃髪で困った事もあります。キモノや髪の毛のアクセサリーが使えなくなりました。頭

にすぐ怪我をしますし、また大変頭が寒いことで

す。デパート出の買い物も目立つ様な気がして、

サッサと帰ります。

髪の毛は一日の中、何時頃が一番伸びると思い

ますか？ 高野山によりますと、午前 10 ～ 12 時

らしいのです。

高野山で一番美味しい食べ物はごま豆腐です。

還暦を過ぎてからは 朝目覚めますと「ありがた

い」と自然に思うようになりました。毎朝おつと

めをしますが、悩みを仏様に言ったりはしません。

般若心経を無心にお唱えします。人はなくなって

からはお墓のみならず宇宙の中すべてに存在しま

す。幸せは人から与えられたり、他人と比較する

ものでもなく、自分の中にあり、自分と心の通え

る子供に恵まれた時です。皆様のご健康とお幸せ

をお祈りいたします。

点 鐘

◆２０１２-１３年度 地区テーマ Think，Change and Love Rotary
ガバナーエレクト中尾 哲雄 ホストクラブ 富山西 RC 会長 岩城 勝英 実行委員長 岩崎 和夫

地区協議会開催のご案内とご登録のお願い次年度 会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入

会 3 年未満）の方々には、出席義務としてご登録頂きますようお願いいたします。尚、ご都合の悪い方は、代理

出席者をたてていただきますよう御願いします。 金沢百万石ロータリークラブ 会 長 西村 邦雄

会長エレクト 北山 吉明

.開催日・場所 平成２４年５月２０日（日）富山国際会議場

富山県富山市大手町１番２号 ℡０７６（４２４）５９３１

出席対象者：ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、現・次期地区財務委員長、次期監査委員長、

次期クラブ会長 オブザーバー：ガバナーノミニー、次期地区財務委員

【全体会議】

出席義務者：次年度会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入会 3 年未満）

※上記によらず、出席をご希望の方には自由にご参加ください。

※ネームプレートは各自ご持参下さい。

.登 録 料 １名 4,000 円（特別出席者の方々も合わせてご登録をお願いいたします）※当クラブは、クラブ

が負担します。

登録締切日 2012 年 4 月 24 日（火）→クラブ〆切 4 月 20 日（金）

出席者予定
特別出席者 炭谷亮一 岩倉舟伊智 後出博敏

松田 清幸様と例会後 ホテル日航 1F ファウンテンにて
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次期会長 北山吉明 次期幹事 川 きみよ 次期会計 西村邦雄 次期クラブ奉仕委員長 村田祐一

次期会員増強委員長 二木秀樹 次期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 若狭豊 次期親睦活動委員長 金 沂秀

次期ニコニコBOX委員長 井口千夏 次期広報委員長 吉田昭

生、谷伊津子

次期クラブ会報委員長石丸幹夫 次期職業奉仕委員長 土田

初子 次期社会奉仕委員長 武藤清秀

次期国際奉仕委員長宮永満祐美 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 藤間

勘菊 3 年未満会員 辰己クミ

５～６月金沢市内８ RC 例会変更予定
金 沢ＲＣ 5/23（水）18:00 ～「チャリティ・オークション」

金沢ニューグランドホテル 6/13（水） 休 会

金沢東ＲＣ 6/18（月） 休 会

金沢西ＲＣ 6/29（金） 最終夜間例会 18:00 ～ 金沢都ホテル

金沢南ＲＣ 5/8（火） 休 会 6/19（火） 最終夜間例会 18:30
～ ホテル日航金沢 6/26（火） 休 会

金沢北ＲＣ 6/14（木） 休 会 6/28（木） 最終夜間例会 18:30
～ 松魚亭

香林坊ＲＣ 5/7（月） 休 会 6/18（月） ヤレヤレ会 18:30
～ 未定

みなとＲＣ 5/1（火） 休 会

百万石ＲＣ 6/28（木） → 6/23（土）最終例会 19:00 ～ 湯涌

温泉に変更

URLが変更 小松ロータリークラブのウェブ http://
komatsu-rc.jp/

RI2610 地区硬式テニス大会がおこなわれました。
日 時：２０１２年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4-8-8TEL
：０７６－２４４－３４３４

参加者：松井依里（柴田姉）、柴田実日子（小矢部 RC）、辻清平（河北 RC 76
才？）、新谷寿久（香林坊 RC)、炭谷亮一（金沢百万石 RC)、杉森裕（炭谷歯

科）、清水大志郎（父 富山 RC）、酒谷彰男（金沢西 RC)、中山芳男（元金沢

西 RC）悦子の皆様でした。

ラオス農業支援センター竣工式について
5 月 11 日（金）にビエンチャン郊外のバンカム地区で RI2610 地区が支援した「ラオス農業支援センター」

竣工式を行いました。

式典参加者はラオス教育省関係者、村民、軍、バン

カムの 生徒そして 2610 地区の中田（小松東）、福田

（石川白山）、 中村、柳生（野々市）、小幡、梅村

（ 金沢香林坊）、大沼、魏、木村幸生、岩倉、武藤、

炭谷。

＊たまたまバンコックビエンチャンの飛行機に乗り

合わせ知り合った マルコ・カッペンバーガー氏（Rotary
E-Club of Latinoameria）スイス名誉総領事や

＊炭谷の友人でラオス在住のアメリカ人 リチャードモン

が出席して行われました。

地区協議会.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】２階多目的会議室

＊今回は会長・幹事・会計部会は別途開催

せず、全体会議前に次期クラブ会長会議を

開催し、次年度予算のご承認をお願いする

こととさせて頂きたく存じます。

11:00 次期クラブ会長会議 受付開始

11:20 次期クラブ会長会議（次年度予算の

承認 他）

12:20 終了

【全体会議】 メインホール

12:30 登録受付

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナー挨拶 他

13:30 ガバナーエレクト所信表明 他

14:15 地区協議会・分科会の主旨表明

14:30 休憩

14:45 分科会

16:00 休憩

16:15 ガバナー所感 他

17:00 閉会点鐘

以上

次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹

事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。

http://komatsu-rc.jp/
http://komatsu-rc.jp/
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以上 80名が出席して行われました。
現在は夏休み中ですので、実際の運用は 9月から始まります「農業支援センター」は野々市 RC の中村啓二郎会

員をセンター長として実地農業の専門家２～３名が常駐して、農業を志す高校生に職業教育の一環として学校の

正規カリキュラムとして近大的農業を教育しラオス農業の発展に尽力したいと思います。 支援して下さった 2610
地区会員に深く感謝します。

Ｐ．Ｓ 百万石 RC が設立したラオス IT センターのコンピューター約 10 台が故障し、使用不可能のため今回
石丸会員が個人的に 10台寄付されたノート型パソコンを手分けしてラオスに持参しました。

5月 13日 第 11回「利家とまつ」金沢城リレーマラソン 結果

応援有り難うございました。金沢百万石ロータリークラブチ－ムの一般ハーフ 186位でした。
RAPタイム 通算タイム

１周目 村田 祐一 11分 40秒 11分 40秒
2周目 山本 直亮 11分 41秒 23分 21秒
3周目 魏 臣謙 11分 30秒 34分 51秒
4周目 上杉 簾 10分 20秒 45分 11秒
5周目 魏 瑜 8分 10秒 53分 21秒
6周目 魏 旭良 8分 46秒 62分 7秒
7周目 魏 名苗 10分 49秒 72分 56秒
8周目 翁 卓司 10分 7秒 83分 3秒
9周目 翁 由佳 9分 24秒 92分 27秒
10周目 林 衿早 11分 39秒 104分 6秒
11周目 竹田 孔徳 8分 38秒 112分 44秒

選手の皆様 ご苦労様でした。

東京世田谷中央クラブを訪問
5/8（火）12:30 ホテルニューオータニ ガーデンコー

トにて

家内といきましたが、今井会長他多くの顔なじみの会

員がいて歓迎して下さいました。特に近藤パスト会長はご

家族で出席されました。 講話は近藤パスト会長の国歌、

国旗の制定までの歴史や君が代の歌詞の真意など意義深い

ものでした。その後理事会がありましたが、近藤会員や関

会員と歓談している間にそれも終わり、会長他数人が来られました。

石丸幹夫

田北 PP、関 PP と石丸


