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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 12 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

年次総会で 13 ～ 14 理事役員が承認されました。

監査 後出博敏

クラブ管理運営委員会

委員長 西村邦雄 副委員長 二木秀樹

①親睦 ○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満 井口千夏

②プログラム ○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀

③ SAA ○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

④ニコニコ ○江守巧 東海林也令子 大路孝之

⑤友好・クラブ細則 ○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

＊直前委員長＊直前委員長 村田祐一

奉仕プロジェクト委員会

委員長 木場紀子 副委員長 水野陽子

①職業奉仕 ○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生

②社会奉仕 ○谷伊津子 辰己クミ 大沼俊昭

③国際奉仕 ○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

＊直前委員長 竹田敬一郎

会員組織委員会

委員長 金沂秀 副委員長 辰己クミ

①会員増強修練 ○藤間勘菊 石丸幹夫 炭谷亮一 金沂秀 魏検認

＊直前委員長 二木秀樹

ロータリー財団委員会

委員長 藤間勘菊 副委員長 永原源八郎

①ロータリー財団・米山奨学会寄付 ○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ

②年次寄付 ○野城勲

＊直前委員長 藤間勘菊

広報委員会

委員長 村田祐一 副委員長 江守道子

①杵屋喜三以満 相良光貞

②ロータリー情報 ○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美

③会報とホームページ ○石丸幹夫

理事 西村邦雄 クラブ管理運営委員長

木場紀子 奉仕プロジェクト委員長

金沂秀 会員組織委員長

藤間勘菊 ロータリー財団委員長

村田祐一 広報委員長

石丸幹夫 常任理事

吉田昭生 常任理事 計 7 名

役員 野城勲 会長

宮永満祐美 会長エレクト

若狭豊 副会長

魏賢任 副会長

幹事 上杉輝子

副幹事 井口千夏

会計 東海林也令子

SAA 武藤清秀

直前会長 北山吉明 計９名

野城勲次期会長

上杉輝子次期幹事
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

12/13 那谷 忠之様

12/20 年忘れ例会

12/27 例会休会

1/9 金沢 8RC 新年合同例会(ホストクラブ）

1/10 新年合同例会の振替 休会
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＊直前委員長 吉田昭生

継続性、一貫性を図るためにをはかるためにクラブ委員会委員は原則として 3 年を任期とします。

その他の委員会と担当者

長期計画委員会・喫煙問題委員会 村田祐一

内規規定委員会・指名委員会・ＣＬＰ委員会 随時開催

長期友好クラブ担当

南光州 RC 金沂秀 石丸幹夫 岩倉舟伊智 江守巧

（以上その年度の友好委員会・国際奉仕委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

東京世田谷中央 RC 炭谷亮一 岩倉舟伊智 石丸幹夫 木村幸生 藤間勘菊

京都北東 RC 炭谷亮一 杵屋喜三以満 水野陽子

高崎 RC 石丸幹夫 村田祐一 藤間勘菊 宮永満祐美

（以上その年度の友好委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

パストガバナーからの手紙 炭谷 亮一 １２月１３日用

｢ＴＰＰ考察｣その１～日本農業の問題点～

現在衆議院選挙の終盤を迎えている。争点の 1 つに「ＴＰＰ」がある。政党の中には「反ＴＰＰ党」と勇まし

いネーミングをするなど「ＴＰＰ問題」は大変な盛り上がりである。

民主党はおおむね賛成、自民党はおおむね反対、その他の政党は賛否両論入り乱れていると言った状況である。

「ＴＰＰ」に日本で最も強力に反対運動に力を入れている勢力は農業団体（農協）である。自民党の大きな支

持母体の一つが農協である為、当然自民党は「ＴＰＰ」反対の立場である。一方民主党の大きな支持母体の一つ

は労組であり、工業製品の輸出拡大には「ＴＰＰ」は有利であり民主党は賛成の立場である。

ここでは「ＴＰＰ」と日本の農業について考えてみた。日本の農業は戦後一貫して政府の手厚い保護を受け実

に 60 数年間、補助金制度と高い関税によって守られてきたと言っても過言ではない（アメリカでもＥＵでも育成

や輸出支援の為に補助金は出している）。日本ではほとんど「死に体」もしくはまったく「国際競争のない」農産

物に対して「延命処置」の為に補助金を拠出してきた。ある意味今後 10 年、20 年助成してもいや 100 年助成して

も国際競争力をつけて独り立ち出来るとは、日本国民誰一人として思っていないと思う。

さて高関税の方だが、「コメ」は 778 ％、「小麦」252 ％、「バター」360 ％、そして極めつけは「コンニャク芋」

で実に 1706 ％の高い関税である（4200 戸の農家を保護する為）。あきれて者も言えない高関税である。「コメ」と

｢コンニャク芋｣は事実上の禁輸と言える。今回は「コメ」に限定して話を進めたいと思う。日本政府は「コメ」

の高関税の代償として、日本国内消費量の 8 ％に当たる 77 万トンを低い関税で輸入しているいわゆるミニマムア

クセス米である。問題はこの米は日本国内で流通しない様にされている。つまり日本政府は国内の農家を守るた

めに、とんでもない安価な米を流通させずに、海外への緊急援助用として備蓄している。この保管料だけでも年

間 100 億円も費用がかかっている。日本のコメ消費者にとって、こんなムダはないだろう。すべては 778 ％と言う

高い関税を課してまで、国内の高い米価を維持したいが為である。この恩恵を最も受けているのは農協である。

高い米値であれば、販売手数料も高く維持できる。現在の水田の 4 割で米を作らないような供給制限に等しい減

反、そんな減反政策に伴う補助金制度で守られた日本農業では国際競争に勝ち残れないことは明白であり減反政

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 T076-262-2211 F076-262-2241 (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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策を維持するために 2000 億円を毎年補助金として投入している。農水省は我々消費者に強制的に日本米を買わせ

るのではなく、関税を下げて１／３～１／５の価格の輸入米の購入は消費者の選択に任せるべきである。

100 ％日本米は消費されなくなることはない、60 ～ 70 ％は今まで通り消費されると思う。ある意味「ＴＰＰ」は

日本農業を変化させたり、国際競争力をつけるチャンスとしてとらえるべきである。日本農業の将来を考え、再

構築、イノベーションすべきである。日本農業は捨てたものではない、世界一と言って良い技術力があり、ノウ

ハウの膨大な蓄積がある。これを生かして世界の消費者のニーズに合わせた新しい商品作り、日本国内の更なる

大規模経営の推進、更にはオーストラリア・アジア・ロシア・ウクライナ・東欧等への海外進出、日本農業の生

きる道はいくらでもある。いや未来は明るいと言える（農水省と農協が農業従事者の自発的な農業活動の足を引

っ張らなければ）。

最後に世界的に見ても農業は生長産業であることは常識であり、日本の優秀な工業製品を世界中に輸出してい

ると同様に、日本の優れた農産物が世界を席巻する日が来ることを夢見ている。

④ 次年度理事・役員(案)の承認

⑤ その他

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
国 歌 「君が代」
SONG『奉仕の理想』
ゲスト紹介：

ビジターのご紹介：

今月の誕生者の紹介
いらっしゃいません

会長挨拶： 衆議院選挙が始まり

ました。12 もの政党が乱立し、それ

ぞれが公約を掲げています。それぞれに温度差がありますが、7 割の党が、原発廃止あるいは卒原発を主張してい

ます。

言うは易く、行うは真に難しいこの問題に関し、即廃止とか、10 年で解決するとか言われると、逆にいかがわし

いとさえ思ってします。というのも、核のゴミ処理の方法が全く分からない、手付かずの状況にある現状を、踏

まえれば、軽はずみな期待を煽るだけの公約は謹んで欲しいという気もします。いずれにせよ、国民世論も、政

党も原発廃止を前提にエネルギー問題に取り組もうとしているわけだから、この期に及んで、原発維持とか再稼

動推進はもはや、寝言の近いものだと思います。

選挙は政治を考えるよい機会です。このときに、自分の考えを深く掘り下げましょう。

《食 事》 いただきます！

幹事報告・委員会報告

二木秀樹会員組織委員長： 12/2（日） 地場産業センターにて増強拡大の会議がありました。サ

クセスジャパンといいまして、田中作次 RI 会長が 2015 年までにロータリアンを 130 万人に増強し

ようということです。日本では 13 万人にしたいと云うことです。他地区の人でも紹介しあう、みん

なでアタックすると云う事で 2013 年 1.15 を〆切りとします。 わがクラブはアタックしても「ウ

ン」と云わない人や これから入れたい人を夕食会に招待して、ベテラン会員でアタックして貰い

たい、そして何とか 40 名のラインを越えたいと思い 来年早々スタートしたい。

石丸幹夫：又韓国南光州クラブとの国際社会奉仕 Matchinng Glant の話しですが、南光州 RC 国際

奉仕委員長の李庠根氏から百万石 RC の負担分を 3000 ドルにして欲しいという緊急電話がありまし

た。クラブ会員の絶大なる協力で 2000 ドルにやっとたどりついたと思ったのに 1000 ドル追加です。

（結局、高崎 RC500 ドルと東京世田谷中央 RC500 ドル,百万石 3000 ドル 合計 4000 ドルです。）

これはわが 2610 地区は全く比協力的ですので、R 財団の負担がいちじるしく減ってしまいました。

（実は地区資金には R 財団から 100 ％、クラブ資金には 50 ％の補助率であるからです。）またもや

不足分の募金になってしまい、申し訳ありません。

地区やクラブの国際奉仕事業：私は新制度を勉強していませんが。現在、地区の国際奉仕事業は青少年交流が全

予算の殆どをしめ 580 万円ほど、友情交換事業が 5 万円で、Matching Glant などの国際社会奉仕の予算はでてい

ません。やっとアンケートをしている状態です。ロータリー事業ではいつも予算が組んでないと言って逃げられ

るのですが、２～３年先にやっても係もガバナーもが代わっていてなかなかうまく行きません。特に日本の地区

ではそう思います。これではＲ財団寄付優秀クラブとして何回も表彰された百万石クラブの面目が立ちません。

678 回

ホテル日航金沢３Ｆ

2012 12.6(木）19:00
出席率 19/35 54.29 ％

10 月修正出席率 66.85%
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金沂秀親睦委員長：12.20 の年忘れ例会には競って参加お願いします。家族、音もだちお願いします。大路さんの

歓迎会もあります。

ニコニコ Box ¥6,000- 本年度 ¥285,000- 残高 ¥4,362,216-
井口会員：次期役員の皆様、来期宜しくお願いします。 炭谷会員：先週は東京で 2 日間ロータリー研究会でし

っかり勉強しました。 西村会員：野城次期会長､頑張って下さい。 藤間会員：次年度の会長、役員の皆様、よ

ろしくお願い致します。

講話の時間 年次総会 『 次年度の理事役員の承認 』 １ページ参照

① 次年度野城会長（会長エレクト）より

② 次年度の理事役員(案）の発表

③ 次年度会長エレクトの承認

宮永 満祐美 会員

点 鐘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8RC 新年号同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。百万石ＲＣらしい合同例会にするため、全員

出席でご協力のお願い申し上げます。当日の役割分担の関係上、確実な出席者の把握をしたいと思いますので、

出欠を問わず必ず11月22日迄にご提出ください。ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

日 時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

今年度の年忘れ例会と大路さんの歓迎会
金沢百万石ロータリークラブ クラブ管理運営委員長 村田 祐一 親睦委員長 金 沂秀

毎年恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの

上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。

１２月２０日（木） １９

：００ 点鐘 （～２１：３０頃）ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ ルミエール ｣

会 費 会員 8,000 円 御同伴者（中学生以上） 6,000 円 子供（小学生以下） 3,000 円

〆 切 １２月１３日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１

※オークションへの出品は、時間の関係上 一人一品限りとさせて頂きます。出品用紙を後日配布しますので、

当日添付の上ご持参下さい。

韓国南光州 RC 李庠根国際奉仕委員長から MG のお礼の電話
金沢百万石 RC の皆様 今回は私どものマッチンググランドの計画に協力して頂いたこと

に本当に感謝いたします。高崎 RC 東京世田谷中央 RC にを声を掛けて頂き資金を集めるこ

とができました。有り難うございました。 李庠根（イ サングン）

（11/29 各会長の署名入りの書類を E-mail ファイルで南光州 RC 事務所におくりましたが、

12/5（月）南光州クラブ例会のあと電話がありました。 石丸幹夫

（この後又追加 1000 ドルの電話がありました。）

会員消息

＊谷伊津子ミュジックスタジオディナーコンサートのお知らせ
12.22（土）pm6:30 金沢ニューグランドホテル４ F 金扇の真 会費 13,000 円

谷伊津子 090-8093-8093 まで
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＊東海林也令子会員の北国芸能賞祝賀会
12.9 ホテル日航４Ｆにて

ピアノ指導者として、子ども達を日本一流に育てあげ、また

金沢の国際ピアノコンクールを企画しました。

地区米山年末懇親会

12 月 9 日（土）の 2012/12/08(土)
米山年末懇親会(場所:オークスカナルパークホテル富山)

で、留学生みなさんで合唱をしている写真を添付します。

カメラを忘れて、携帯で撮りました。前例、向かって左か

ら二人目、白っぽいジャンパースカートが、郭さんです。

東海林也令子

石丸先生へ

こんにちは。奨学生の

郭じゅんです。今日は、

バイトのため、皆さんと

ご挨拶を遅れてしまった

ことに本当に申し訳ござ

いません。三週目の懇親会に参加したとき、改めて先生たちと話をしたいと思い

ます。

添付ファイルにある土曜日の懇親会で撮った写真はわずか 2 枚でしたが、お役に

立てればと思いまして、お送りいたしました。もっといっぱい写真を撮るべきだ

ったが、みんなと話をすることに夢中になって、思いついたときにやっと東海林

先生とゼミの先生と三人で宴会の後で一緒に写真を撮ることができました。では、

再来週の忘年会を楽しみにしています。ご家族のご健勝もお祈りいたします。

郭じゅんより

南光州 RC 朴天學先生よりの E-mail

石丸幹夫先生，

長らくご無沙汰いたしました。何時もお元気のことと思います。百万石の皆様の活発な活

動は会報を通じてよくわかつてをります。

先日炭谷先生から 3710 地区大会日時についてお電話がありました。

2013 年 5 月 24 日（金）－ 25 日（土）です。（炭谷先生にお知らせいただきます）

呉賛教Ｇｏｖｅｒｎｏｒ年度で沢山の百万石会員がご参加してくだされば栄光でございます。

今年の 2610 地区大会に参加できなかつて申し訳ございません。

その時光州で日韓交流小児科Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ（愛媛県，光州全南小児科支会）を開催しま

した。

酷寒が続いてをります。ご健康でありますように。

会員皆様にも宜しくお願い致します。

2012.12.12
朴 天 学

北国新聞社高沢基社長の祝辞と東海林也令子さん
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