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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年９月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

中尾哲雄ガバナーをお迎えして 例会前に 会長幹事で懇談会

地区からは

中尾 哲雄 RI 第 2610 地区

ガバナー

木場 紀子石川第一分区 B
ガバナー補佐

奥野 博之 RI 第 2610 地区

地区幹事

金沢百万石 RC からは

北山吉明会長、

野城勲会長エレクト、

川きみよ幹事、

上杉輝子副幹事

が出席

ホテル日航 ５ F

例会の方法 大体、方式が決まっているが変化があって

も良いか？

金沢百万石 RC は海外や姉妹クラブの交流にいそがしすぎ

ます。近くの分区内のクラブとも交流も重要です。など意

見もありました。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問

9/27 小幡 謙二様（香林坊 RC）
10/4 高仲 強様(金沢大学附属病院放射線治療科)

10/11 宮本 美奈子様(ｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ RIRE）
10/18 峰晴 忠行様(大塚製薬)

2012 ～ 2013
(役員） 会長：北山吉明 ｴﾚｸﾄ：野城 勲 副会長：宮永満祐美 幹事：川きみよ 副幹事：上杉輝子

直前会長 会計：西村邦雄

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：相良光貞（親睦：金沂秀 プログラム：若狭豊

SAA： 上杉輝子 ニコニコ：井口千夏 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：魏賢任）

奉仕プロジェクト委員長：竹田敬一郎 副：後出博敏（職業：土田初子 社会新世代：武藤清秀

国際：宮永満祐美 ﾗｵｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：岩倉舟伊智）

会員組織委員長：二木秀樹 副：江守巧 会員増強修練：金沂秀

ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：藤間勘菊 年次寄付：北山吉明）

広報委員会委員長：吉田昭生 副：江守道子（広報：谷伊津子 ロータリー情報：木場紀子

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) 幹事 川きみよ 090/9766/6666 副幹事 上杉輝子 090
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点 鐘
SONG 『我らの生業』
四つのテスト
北山吉明会長 挨拶： 東日本大震

災で福島の原発事故が起こりました。

国民の 7 割が原発ゼロを目指すべき

との判断を下しました。これを受け

て、政府は「革新的エネルギー・環

境戦略」の中で、2030 年代には原発

がゼロとなるよう努力する、新規の

原発は作らない、などの曖昧さはあるものの一歩踏み込ん

だ提案を発表しました。ところが、この提案は、経済界や関係自治体に配慮したと云う理由で閣議決定されなか

った。閣議決定では「今後のエネルギー･環境政策については「革新的エネルギー・環境戦略」を踏まえて 関係

自治体や国際社会などと責任ある議論を行い、国民の理解を得つつ、柔軟性を持って不断の検証と見直しを行い

ながら遂行する。」という短い文章のみが決定されました。あきれてものが言えません。私たちはこんな人々に国

を預けてしまったのか。本当に失望しました。

こんな中、金沢発のうれしいニュースがありました。金沢大学の大田先生チームが、セシウム除染のゲル状洗

浄剤を開発した、というニュースです。これを使えば、従来の高圧洗浄で 16~20 ％の除染率であったものが、70~80
％に高めることができるということです。すでに除染を担当している企業に採用されているということです。こ

の洗浄剤によって一日も早く、除染が終わり、安心して暮らせる福島になってほしいものです。

ゲスト紹介 RI 第 2610 地区ガバナー 中尾 哲雄 様

石川第一分区 B ガバナー補佐 木場 紀子 様

RI 第 2610 地区 地区幹事 奥野 博之 様

RI 第 2610 地区 地区筆頭副幹事 宮本 良樹 様

ビジターの紹介 ロータリーの友ライター 池辺 史生 様 カメラマン 佐藤 敬 様

炭谷亮一パストガバナー：パストガバナーからの手紙の中に～中尾ガバナーに捧げる一文～ ９月

２０日用として｢キリスト教(プロテスタント)と近代資本主義｣をかきました。（会報とホームペー

ジ）ご覧下さい。

幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事： 11/10-11 の地区大会の講師の紹介ですが、熊本県徒事の蒲島郁夫氏、

伊那食品工業の代表取締役会長塚越寛氏の御紹介の冊子です。中尾ガバナーとの対談

が載っています。素晴らしい方です。

蒲島郁夫氏は東大法学部教授ですが、経歴は異色あり、農業研修生としてネブラ

スカ大学農学部で学んだが、後にハーバート大学大学院で政治学を学ぶ。紆余曲折を

経て夢を実現しました。

塚越寛氏は相場食品であった寒天の安定供給を確立、最優秀経営

者賞 医薬・バイオ等にも用途開拓している。

野城 勲エレクト：嬉しい話しです。本日のガバナー、幹事、筆頭副監事のクラブ訪問に加えて

ロータリーの友ライターの池辺さんとカメラマンの佐藤さんが来られました。11 月号の「この人

この仕事」の取材で宮永満祐美さんはじめ女性会員の活躍を記載するそうです。

江守道子広報委員会副会長：パイロットクラブについて 9/12（金）～ 9/30
（日）am10 ～ pm5 最終日は pm1 石川県庁 19F 展望ロビーで第 5 回パイロ

ット美術展をします。パイロットウォークは 9/30（日）)am10 ～ 12:30 です。

（参加費¥1,000） 脳関連障害を持つ人々への支援アピールをします。この

人達には正規の補助もなく、父母は苦労しておられます。

《食 事》

ニコニコ Box 43,000- 本年度 ¥180,000- 残高 ¥4,257,216-
中尾哲雄ガバナー、奥野博之地区幹事、宮本良樹地区筆頭副幹事：公式訪問致しました。ありがとうございまし

た。 木場ガバナー補佐：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本地区筆頭副幹事、ようこそ金沢百万石へ。卓話楽

しみにしています。 池辺史生様、佐藤敬様：三年ぶりに来ることができて喜んでいます。 北山会長：中尾ガ

バナー、奥野地区幹事、宮本地区筆頭副幹事をお迎えして。よろしくお願い致します。 石丸会員：中尾ガバナ

668 回

ガバナー訪問 例会

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 9.20（木）19:00
例会出席率 25/35 71.43 ％

８月修正出席率 71.24%
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ー様、奥野幹事様、宮本筆頭副幹事様、本当にお忙しいところ有難うございます。うれしい事です。 井口会員

：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本地区筆頭副幹事、ようこそ百万石ＲＣへ。本日は宜しく

お願いします。 岩倉会員：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本筆頭副幹事をお迎えして。

上杉会員：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本地区筆頭副幹事、ようこそ、いらっしゃいませ。

お待ちしておりました。 金会員：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本地区筆頭副幹事、本日

はようこそ。一年間宜しくお願いします。 炭谷会員：中尾ガバナー、奥野地区幹事、宮本地

区筆頭副幹事、今夜はようこそ。 炭谷会員：来週ラオスの農業支援センターの開校式に出席

する為、例会欠席します。 竹田会員：中尾ガバナーをお迎えして。お話を楽しみにして来ま

した。 永原会員：中尾ガバナー、ようこそ百万石ＲＣへ。一年間、一生懸命頑張って下さい。

よろしく。 西村会員：中尾ガバナーようこそ。ご活躍期待しています。 藤間会員：中尾ガ

バナー様、奥野地区幹事様、宮本地区筆頭副幹事様、ようこそおいで下さいました。 水野会

員：中尾ガバナー様、本日はようこそおいで下さいました。「ロータリーの友」の池辺様、佐藤

様ようこそ。 宮永会員：中尾ガバナーようこそ、よろしくお願いします。池辺様、佐藤様ようこそ。

講話の時間 2610地区ガバナー 中尾 哲雄様

講話要旨： 金沢百万石 RC は有名なガバナーを出した中心的クラブです。そして地
区では最初の女性の会長とガバナー補佐をだしました。それにしても出席率は地区では後

ろから数えたらすぐですね。もう 40RC を訪問しました。5RC の合同訪問もありました。
合同の例会をしてもらい訪問します。この方法はいくつかのクラブの情報交換の場とし

て良かった様です。

金沢は豊かさ、優しさ、明るさがありロマンチックな処です。犀星にもあこがれています。

金沢北 RC での食事は「いただきます。」で始まり、「ごちそう様」でおわりました。びっ
くりしました。そして点鐘の銅鑼の響きは厳粛でした。高岡万葉 RC も「いただきます」
はありましたが「ごちそう様」はありませんでした。

田中作次 RI会長の生い立ちの話し－－－－、
私は 39年間、皆出席です。海外では 51回メイキャップしています。

資本主義は競争により発展します。「利益を得て税金を支払い社会に貢献する。」と言うことになっています。そ

こには職業倫理が必要です。

四つのテストについては いろいろとすべてに当てはめることは難しく、ある一定の人達に公平という事になり

ます。

世界は常に変化しています。ロータリーも変化しなければなりません。炭谷さんは大分がんばりましたが、一

年のガバナー年度での変化は無理です。日本のロータリアンは本当にへりました。企業も合併時代です。これか

らはクラブの合併も考えねばなりません。

国際化と言う言葉がありますが、ロータリーは 80代から 30代の世代際化で交っていく処です。
点 鐘

宮永満祐美会員へのインタビュー ロータリー友
9/20例会後 ホテル日航１Ｆファウンテンにて

宮永満祐美会員へのインタビューがありました。11 月号の「この人この
仕事」の取材で宮永満祐美さんをはじめ女性会員の活躍を記載するそう

です。 主として「ポリオプラス」の行事で、女性会員の活躍が記事に

される様です。 ライターは池辺史生氏、カメラマンは佐藤敬氏



- 4 -

パストガバナーからの手紙 ９月２７日用

｢馬鹿馬鹿しい首相公選制｣～橋本君は何もわかっちゃいない～
パストガバナー 炭谷 亮一

橋本大阪市長は、首相公選を主張している。デモクラシーにとって、これほど危険なことは、またと考えられ

ない。

日本の首相は、アメリカ大統領とならんで、いわば、世界最大の権力を有する。その首相が、直接に、国民投

票によって選ばれたとすれば、どういうことになるか。

まさに独裁者一歩手前。いや独裁者になる確率は高い。しかも「ルーピー」と呼ばれた２代前の首相の様な人

物に４年間居座られたら日本の国は破滅だ。

橋本氏が、首相公選論を唱えるのは勝手である。しかし、橋本氏に少しでもデモクラシーを守りたい気持ちが

あるならば、こう主張するべきである。直接選挙で選ばれた首相は、名誉と、ほんのわずかな権力しかもたない。

いわば、源実朝以後における鎌倉幕府における宮将軍みたいなものだ。宮将軍は、名目上は幕府のトップながら、

実権はすべて、執権たる北条氏に握られている。

こんなぐあいに言えばよろしい。

公選で当選した首相には、名誉はあるが、たいした権力はない。かかる首相の下に、執権大臣がいる。

執権大臣は議会が指名し、実質的権力は、ほとんど執権大臣に帰する。こう来ないと、日本的ではない。また

欧米の歴史に学んだ者とはいえない。

橋本氏は議会を飛び越えて「即断・即決」の政策を進めたり「トップ・ダウン」の政治手法は独裁に陥りやす

いことを知るべきである。

日本全体を単位として考えるならば、直接投票で選ばれて、大きな権力を有する大統領的首相は、独裁者に変

身してしまう可能性がきわめて高い。

直接投票とは、これほどまでの劇薬なのである。

しかし、これが、地方公共団体のこととなると、事情はガラリと変わってくる。

日本は単一国家であって、連邦や合衆国ではない。

アメリカみたいに、州法と連邦法とでは、どちらが優先するかという問題は、起こりようがないのである。地

方公共団体は、「法律」を制定することはできない。せいぜいで、「条例」どまりである。

しかも、地方公共団体が制定できる条例は、法律や政令や省令に違反することはできない。地方自治法第十四

条はいうではないか。「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて････条例を制定することができる」

普通地方公共団体－都道府県、市町村－が制定しうる条例は、法律や政府の命令はいうまでもなく、ヒラ大臣

にしかすぎない主務大臣の命令(省令)にすら違反することは許されないのである。

日本において、中央政権はかくまでも大きな権力を有する。地方主権・地方分権そして道州制が叫ばれるゆえ

んである。

橋本君「日本に強権的な首相」はいらない、我々国民に必要なのは「高い志と折れない心を持った首相」であ

る。私には「維新八策」は「維新愚策」に思えてならない。

ロータリー米山記念奨学会です。

★ 「ハイライトよねやま」や当会ホームページなどでお知らせしておりました通り、

2012 年 10 月 27 日、上海で中国学友会総会が開催される予定でしたが、昨今の国際情勢の悪化に伴い、開催延期

の提案が中国学友会から出されました。同学友会としても参加者の安全を最優先に考えた苦渋の決断であるとの

ことで、諸般の状況を熟慮の上、延期することが決定されました。

なお、中国米山学友会会長・張豪氏からお詫びのメッセージが届いております。

＜中国米山学友会 2012 年総会延期のお知らせ＞

尊敬するロータリアンの皆様

姫 軍・張晋岩ら歴代会長とも協議した結果、誠に申し訳なく、重々お詫び申し上げます。われわれとしても苦渋

の決断であることをご賢察のうえ、なにとぞご理解いただければ幸いでございます。

今回の総会は、中止ではなく延期と考えており、時期については年末の時点で、状況を見守りながら決めたいと

思います。目処としては、情勢が落ち着くであろう、来年の 3 月を考えております。日程が決まりましたら、皆

様には改めて、ご案内申し上げます。われわれ中国の米山学友は、日中の恒久的な平和推進に大きく貢献して参

る所存です。 今後も、この原点をしっかりと念頭に置いて奮闘していきたいと思っております。

どうか引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 敬具 （要旨のみ）

2012 年 9 月 19 日 中国米山学友会 2012 年度会長 張 豪

＜米山学友からの多額の寄付＞

★学友から寄せられた義援金 合計 7,397,500 円が当会に振り込まれました。心より御礼申し上げます。

★姫軍さん（中国・北京在住） 中国学友会華北分会会長の姫軍さん（1995-97/東京臨海 RC）が、奨学生時代の世

話クラブ、東京臨海ＲＣを通じて、被災者のために北京から 50 万円を送金してくださいました。


