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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 6/14「アメリカの学費ローン」 炭谷亮一

オバマ大統領が昨年 10 月末、連日のように行政命令を発出した。注目されたのが、学費ローン

制度改革の前倒し策だった。卒業後の就職難は米国も同様で学費ローン保持者の 12 人に 1 人が債

務不履行に陥っているとされる。

昨年施行されたヘルスケア改正法に付加された条項に基づき、2014 年よりが釘ローン返済額の

上限を可処分所得の 10 ％まで下げ（現行は 15 ％）、返済開始から 20 年経過した時点で棒引きに

する（現行は 25 年）ことになっていた。この制度改革を前述の行政命令により、12 年に繰り上げ

て実施することになった。

教育界は「小さいながらも正しい方向への第一歩」と評価する。

親が学費を負担することの多い日本では、学生自身が借り手となる学費ローン制度は余りなじみがない。一方、

より自立している米国の大学生は、アルバイトはもとより奨学金をもらったりローンを組んで学費と生活費に充

てるのが普通だ。

最新の統計によると、米国の３分の２が卒業時に借金を抱えており、その平均額は２万ドルを超える。学費ロ

ーンの総額は１兆ドルに迫り、クレジットカードのローン残高をついに抜き去ったというから、いかに大きな額

かわかる。

学位があれば、それなりの収入の仕事につけた時代はそれでもよかった。しかし２０代前半の若年層の失業率

は現在の１５％近く。めでたく就職できたとしても実質賃金は近年目減りしているので、ローンを背負った新社

会人にとって厳しいことに変わりはない。住宅バブルの次は学費ローンバブルの崩壊か。

米国の平均家計収入は約５万ドルだが、一流の私大ともなると学費だけで年間４万ドルを超える。

標準的な米国人にとって大学は手に届かぬ世界になりつつあるといっても過言ではない。

「ウオール街を占拠せよ」運動は、格差拡大に警笛を鳴

らしているが、裕福な家庭の子息しか進学できなくなっ

たら貧富の差は広がるばかりだ。日本の大学生と比較し

て自立したアメリカの大学生の姿を見ていると、１８歳

で選挙権を与えて成人としての自覚を日本の若者に認識

させる必要があるかもしれない。
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(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
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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）
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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

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
国 歌 『君が代』
ロータリーソング
『 手に手つないで 』
四つのテスト
会長挨拶 6 月 5 日に、金沢８ＲＣの

新旧会長・幹事会が開催され、北山次

期会長と二人で参加しました。昨年、

同じ会で、いよいよ会長の仕事が始ま

るのかという緊張感で臨んだのを思い出していました。同期の会長たちの明るいこと。もう何回で、挨拶するこ

ともなくなるという開放感でニコニコといった雰囲気でした。さて今日は、光和防災株式会社

社長の岡田昌美様に卓話をしていただきます。ゲストとして、更に、金沢美術工芸大学理事の

大路孝之様においでいただいております。６月中に金沢百万石ＲＣに入会していただけるとい

うことで、大歓迎申し上げる次第です。

ゲスト紹介 （卓話者）岡田 昌美 様（光和防災(株)社長）金沢美術工芸大学 理事 大路

孝之 様

ビジターの紹介 富山 RC 清水 満様

誕生月お祝い： 6/15 川 きみよ会員 6/16 魏賢任会員 6/17 永原源八郎会員

《 食 事 》
幹事・委員会報告他

石丸幹夫会報委員長：①会報の記事を！今週の会報の会員消息には私のイタリア旅行の写真をの

せましたが、会員の皆さんからの写真や記事をどんどん下さい。

②会員増強を！ 会員増強の記事ですが、会報にも連続して掲載しましたが、2591 地区の上野

孝パストガバナーの記事です。いろんな誤解をのべています。「むやみ増やすと質が下がる」はロ

ータリアンの傲慢さであり、退会を防ぐには増強してクラブを活性化すること、クラブ第一目標

を会員増強に置く事、増強目標の５～ 10 倍の候補者名簿を作っているか？クラブ全体で真剣に考

えて行動しないから増えないのです。

上杉輝子親睦委員長： 6/23（土）は 湯涌温泉湯の出で午後７じから今年度会長幹事慰労会をい

たします。お返事まだの方は出席ということで、また家族の方も是非来て下さい。

炭谷亮一ガバナー： 先週の金曜日に富山西 RC の 40 周年特別講演会がありま

した。東京大学の姜尚中教授の「今 日本に必要な事」の特別講演でした。1,200
人が招待され、素晴らしい内容でした。教授はハンサム（金沂秀さんの様に）で

した。私達のクラブも周年にこのような催しも良いかもしれないと思いました。

北山吉明会長エレクト：コンサートのお知らせです。

①北山クリニック待合室コンサート：通称”マチコン” 第２０回記念”マチコンスペシャル”

２０１２年６月２０日（水） 入場無料 金沢市アートホール ごご２時開演

プログラム

北山院長独唱、スタッフ合唱、みんなで歌いましょうコーナー スペシャルゲスト合唱

団：プリムローズ・ハーモニー

②「魂の脱植民地化」を考えるコンポジウム 『原発危機は、私の何を変えたか？』

「コンポジウム」＝「コンサート」＋「シンポジウム」

2012 年 7 月 11 日（水）13：30 開場、13：45 開演、16：30 終演 金沢市アートホール 入場無料

【報告者】

①安冨歩東京大学教授：『原発危機と「東大話法」』（明石書店）の著者「原発危機で顕になった日本の構造」

②北山吉明先生：北山クリニック院長 福島県視察報告 「消えない雪：福島県須賀川」

③真崎庸さん：東京中野の割烹『旬菜美酒 柾』店主 「東京の料理人から見た今回の危機」

④私こと玄妙：家族と金沢をこよなく愛する 50 前後の外科系医師「３１１が私にもたらしたもの」

【芸術】人村朱美さん：舞台と結婚したと公言する原発銀座・敦賀に生きる女優

【音楽】北山吉明先生：魅惑のテノール歌手。ピアノの演奏とともに

大路孝之様

653 回

ホテル日航3F

2012 6.7（木）19:00
出席率 22/36 61.11%

3 月修正出席率 68.06 ％
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ニコニコＢＯＸ ¥14,000- 本年度 ¥652,500- 残高 ¥4,063,190-
西村会長：岡田昌美様ようこそ。卓話楽しみにしています。 石丸会員：先週は例会を休みイタリアへ行

って来ました。お陰様で、お天気も良く、地震にもあいませんでした。 岩倉会員：今日お誕生日の皆様、

おめでとうございます。岡田様、本日の卓話宜しくお願いします。 江守巧&道子会員：ようこそ、岡田

さん!本日は｢笑顔を見たくて｣というタイトルでお話しして頂けるそうですが、簡単なようで中々出来ない

ことです。本日のお話楽しみにしています。 炭谷ガバナー：ポリオ撲滅キャンペーンを富山で今やって

います。ある障害者団体より抗議がありましたが、頑張ります。 谷会員：岡田様、今日はお忙しいのに

ようこそお越し下さいました。卓話楽しみにしています。 藤間会員：大路様ようこそ。二年前よりお待

ちいたしておりました。岡田様、卓話楽しみに致しております。 宮永会員：大路様ようこそ。岡田様、

卓話楽しみにしています。

講話の時間 ｢笑顔が見たくて｣ 岡田 昌美 様 （光和防災(株)社長）

講師紹介 江守道子会員

卓話者 プロフィール

S30.8.5 富山県南砺市井波町生まれ（現在 56 歳） S49.3 金沢市立工業高校 電子科卒 S49.4 能美防災株式会社 東

京本社入社 S56.7 能美防災株式会社 一身上の都合により退社 S62.2 光和防災設備 起業 H2.4 光和防災

株式会社（現在社員数 13 名）に法人なり 現在に至る

【地域活動】 三和小学校 育友会会長を経験 西南部中学校 ＰＴＡ副会長を経験 三和地区 主任児童委員を経験

現在 上荒屋連合町会(2,000 世帯) 副町会長

保護司 地域防災士

【ボランティア活動】 石川災害ボランティアネットワーク会員

【その他】 金沢市西倫理法人会 会長 日創研石川経営研究会 会員

講話： 岡田昌美です。名前は紙の裏から見ても岡田昌美です。かって母親がくも膜

下出血になり江守巧先生にお世話になりました。その後その先生自身が専門のお病気

になるとは思いもしませんでした。

私は現在火災報知器などの防災の仕事をしています。下請けが多いのですが、この

日航ホテルの仕事もしています。また原子力発電所の仕事もやり、そこは発電してい

なくても多くの人が行って仕事をしています。

私らの仕事は建物がある限りありまして、調子はよいです。

テーマの「笑顔を見たくて」ですが、30 才で仕事を始め最

初は一人でスタートしました。社会的には 28 才で小学校

の育友会の副会長、あと会長もしました。寄付金集めとか

ボランティア活動を通して、いつも笑顔で生活したいと考

えています。少女の更生の仕事もしました。現在 13 人の

会社ですが、いつも笑顔で人のためという信念でやっていまして、26 年経った今でも

仕事は好調です。介護されている母親はしゃべれませんが母親の笑顔を見たくいつも

笑顔の実践をしています。笑顔はがん細胞も殺してくれるとおもいます。しかも人に

すかれます。

私には 3 人の子供と 1 才の孫もいますが、この孫も笑います。

ホテル日航の向かいの APA ホテルに泊まる事がありますが、そこの浴場において「自分も 65 才、息子に仕事を

譲って日航のスイートルームに泊まってみたいな」と思ったりしています。最後に申し上げますことは人の不幸

のうえの自分の幸福は求めたくないと言うことです。

点 鐘
５～６月金沢市内８ RC 例会変更予定
金 沢ＲＣ 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 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 6/18（月） ヤレヤレ会 18:30 ～ 未定

みなとＲＣ

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

会 員 消 息

コンサートのお知らせ 北山クリニック待合室コンサート：通称”マチコン” 幹事・委員会報告 参照


