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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 8 月のロータリーレートは１ドル＝ 100 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 150 回 炭谷 亮一

｢のどかなニュージーランド事情｣

20 年前からニュージーランドのクライスチャーチで海外生活を送っている友人の嘆きを書いてみたいと思いま

す。

彼の家の壁紙が古くなって業者に頼んだら、さっそく朝 9 時に 3 人の職人がやって来て仕事をやり出したのです

が、10 時半頃休憩をとりお茶を飲んで、それも 30 分休むそうです。さあこれからうんと仕事をしてくれるのかと

思うと、12 時にはきっちり仕事をやめて昼食をとり、1 時半頃から又仕事を開始したかと思うと、3 時に又お茶の

時間を 30 分とり、さあピッチを上げて仕事をしてくれると思っていると、5 時にはさっさと帰り、こんな日の連続

で、仕事がはかどるとか、はかどらないとかそんな問題ではなく、まったく日本人と違って勤労意欲がまったくな

く、イライラして見ていて、体調を悪くしたそうです。

彼によれば、ニュージーランド人の月曜日は、週末の休日を遊びすぎて一日中仕事にならない、火曜日も午前中

はまだ疲れが残っており火曜の午後からエンジンがかかり、水木と働き、金曜日には週末が気になってそわそわし

だし仕事にならない、これがニュージーランド人の生活スタイルだと話していました。ニュージーランド人は、週 5
日働いているが、実質働くのは 1 週間で 2 日半だけで

はないかと友人は嘲笑気味に話していました。

ニュージーランドは、日本と同じ大きさの国土に 300
万の人口しかいません。天然資源も食料も豊富にあり、

余り働かなくとも豊かな国で日本みたいにひっちゃき

で働く必要がなく、安全保障もしっかり確立しており、

なんとも羨ましい国です。

ただし私みたいに青い灯、赤い灯が好きな人間にとっ

て時には地獄と思えるかも知れない。クライスチャー

チですら夜は真っ暗でちょっと酒場で一杯という訳に
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休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

クラブ例会（木）等予定 2013-2014 年度

8 /29 丸田三智雄（office MARUTA 所長）

9 / 5 二木秀樹(職業奉仕）

9 /12 多田空仁彦（多田屋 代表取締役社長）

9 /19 会場変更例会(如来寺)稲山会員 のこぎり演奏

9 /26 スンダリミカ（ネパール大衆歌謡歌手）

10/ 3 例会休会 → 金沢北 RC 創立 40 周年記念例会

10/10 中里茂（いしかわ省エネ・節電アドバイザー）
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はいかない。日本で山奥に住んでいる状態だと考えれば良い。早寝早起きの健康生活そして家庭を愛する人には向

こうの生活は快適かも知れない。安くて広い家、プール付きの広い庭、安い食料品、自然に囲まれかつかなり文化

的な生活が送れるニュージーランドの都会で永住しようとリタイアした日本人夫婦が大勢やってくるとのこと、昼

の生活はそこそこ人や車の往来もあり孤独感はないが、夜はそれこそ真っ暗。ただ家の中でじっとしている生活に

耐えきれなくなって 2 ～ 3 年で日本に戻る人が大半だと友人は言っていた。しかし自然と孤独が好きな人にはニュ
ージーランド生活はおすすめと言える。

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

点 鐘
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： 先週は如来寺で３年ぶりに

お月見例会をいたし、多くの皆さんに参加

いただき大変すばらしい例会となりまし

た。お寺の本堂に入ると不思議と気持ちが

落ち着き和みますね。

今年は異常気象で一日の温度差が大きく、体調を崩されている方が増えていますので皆さんも十分注意をしていた

だきたいと思います。

ゲストのご紹介 （卓話者） ネパール大衆歌謡歌手 スンダリミカ（高木美佳） 様

＜食事・歓談＞
幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事：今晩和 8 月の当クラブの出席率は 70:76 ％です。10 月にはイベント多くあり、出席率
も上がると思いましがよろしくお願いいたします。先ず 10/3（木）は金沢北 RC40 周年記念例会ですの
でご参加お願いします。また 10/5（土）と 10/6（日）は小松ドームで地区大会があろますのでよろしく
お願いします。ラオス農業支援事業の FAX がありましたので回覧します。私事ですが、9/22（日）の北
国新聞地鳴りに韓国のホームステイの記事がのりました。ロータリーのお陰です。（後述）

谷伊津子地区社会奉仕委員長：2 ヶ月ほど前に省エネのアンケートをおくばりしました。昨年と今
年の月毎の差を出すものです。そろそろ 3 ヶ月経ちましたので来週には提出お願いします。昨年よ
り少なく省エネの効果を上げた方には 500 円の商品券がある団体からでます。用紙がまだの方は事

務局までお願いします。

金沂秀会員組織委員長：秋風も大分すずしくなりました。お友達を是非クラブに紹介し

てください。

北山吉明：直前会長：世の中には厳しい現実を感じている沢山の人がいま

す。音楽家もそうです。

クラシック音楽家情報サイト「Musiker100」とはクラシック音楽家
と音楽を必要とする人との出会いを提供するウェブサイト。フルー

ト奏者田代真佐子さんが自らの音楽家活動の経験から 2008 年に立
ち上げボランティアで運営している。現在、情報を掲載（登録）し

ている音楽家は全国に 200名以上。演奏を依頼したい人、音楽教室
を探す人は活動する地域や楽器、編成などで音楽家を検索し、直接

コンタクトできる仕組みになっている。

今回後案内は 10/18（金）金沢市アートホールです。18:00開演です。14名の音
楽が演奏します。ロータリーの奉仕の応援よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ ¥14,000- 本年度 ¥190,000- 残高 ¥4,958,307
野城会長：本日はスンダリミカ様、卓話よろしくお願いします。 上杉幹事：スンダリミカ様、よ

うこそ。本日は大変楽しみにしています。 魏会員：皆さんこんばんわ。先週の「中秋名月」会場変

更例会 in 如来寺にご出席・ご協力いただきありがとうございました。特に吉田住職、稲山会員に感謝
しております。心に残る例会でした。 藤間会員：如来寺さんでのお月見例会、稲山さん、ありがと

うございます。吉田先生のお話も有りがたくお聞きいたしました。

第 713 回例会
ホテル日航 5F
9/26（木）19:00
出席率 20/37 54.05％
8 月修正出席率 70:76%
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講話の時間 「ネパール大衆歌謡歌手とソーシャルビジネス 」
ネパール大衆歌謡歌手 スンダリミカ（高木美佳） 様

プロフィール：東京・大田区生まれ。早大在学中にバンドを始める。

1993 年に初めてネパールを旅行し、ネパール民謡に強く魅せられる。帰国後

「スンダリバンド」を結成。出版社勤務のかたわらネパール民謡をベースとし

た楽曲で歌手活動を開始。

1999 年退社、カトマンズに渡る。歌唱をミラ・ラナ、打楽器をヌチェ・バハドール・

ダンゴールに師事。日本人として初めてネパールで歌手デビュー。

2003 年ファーストアルバム『スンダリ』、2008 年セカンドアルバム『アサバディ』をリ

リース。2004 年、唯一無二の文化活動が認められ、国王よりゴルカダクシンバフ勲章勲

４等を受ける。

2007-08 年、カトマンズでラジオ番組「オハヨーミテリ」のプロデュース＆パーソナリティー。

現在、カトマンズを本拠にネパール大衆歌謡歌手として活動。毎秋日本縦断ツアーを行っている。

歌手公演のほか、文化講演、新聞連載執筆、楽器指導講座、学校・図書館や高齢者施設・病院などで歌つきの講演、

ピンクリボン運動、チャリティーライブなど幅広く活動中。

「2011 年ネパール観光年」の観光大使。 「スンダリ」とはネパール語で「美しい」の意。

講話：現在は音楽のみならずソシアルビシ

ネスをたちあげました。 ネパールの現地

の生活体験のツアーのコーディネートをし

たり、観光地名入りの手工芸雑貨の輸出、

ネパールの自然資源に注目しています。、

観光資源の他、世界有数の水資源、保水力

は膨大であるので、ダムによる電力開発が

必要です。また現在ネパールには耕地は日

本に匹敵する面積を持っていますが、80
％が農民で、コーヒー そばなども作っていますが世界的に競争力がありません。しかし、高級化粧品の油として

プリンセピア油は有望であり、期待しています。現在、15000 人の人が外国へ出稼ぎに行っていますが、この様な

ビジネスを立ち上げたならばこの過酷で安い労働から解放されて行くでしょう。（要旨）

点 鐘

心が通じたホームステイ 北国新聞に

上杉 南月 13 歳 （金沢市・中学生）

私はこの夏休みに韓国でホームステイという貴重な体験をしました。一番大変だったことは会

話です。ホームステイに行く前に覚えた韓国語だけではあまり会話がなりたたず、お互い英語で

話すこともありました。それでも伝わらない時はジェスチャーでがんばって表現しました。でも、

だいぶ一緒にいると、だんだん言いたいことも少しの英語やジェスチャーで分かるようになって

きたので、やっぱり言葉も大切だけど心が通じ合うのも大切なんだなとあらためて実感しました。

来年は韓国の人たちが金沢へホームステイに来るので、私もホームステイに行った時の家族のよ

うに優しくしたいと思いました。これからも、このような活動が続いて、国どうしが仲良くなったらいいと思いい

ました。 北国新聞 2013.9.22 地鳴り これはロータリーの友に投稿中

RI 第 2110 地区 2013-2014 年度クラブ会員増強委員長会議のご案内
日時 2013 年 11 月 10 日(日) 14:00 ～ 16:00
場所 ANA クラウンプラザホテル金沢 3 階「喘雲 J
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金沢北ロータリークラブ創立 40周年記念例会 2013.10.3（木） 金沢市アートホール 16:00

昭和 48 年 10 月 3 日金沢東クラブをスポンサークラ
ブとして 38 名でスタートした。以来、40 年家族も含め
て先輩ロータリアンが練り上げた金沢北クラブを誇りに

思います。40 周
年を機にさらなる

進化をさせなけれ

ばならないでしょ

う。

← 2代目林家久蔵師匠の落語
2007年真打ちになりダブル親子襲名 弟子ももつ

奥田久雄会長

金沢中学校文化連盟より感謝状 湯浅外志男ガバナーの祝辞

畠善昭

開演実行委員長

金沢北 RC会員 受付にて 人間国宝魚住会員

多くの金沢百万石クラブ会員が出席
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2013-14 2610地区 地区大会アルバム 10/5（土）～ 6（日）小松市 林町 小松ドーム

特別講演

RI会長代理
尹弘周ご夫妻

地区大会は兎に角、天候に恵まれ、地区会員は小松ドームに集合しました。ドームは野球

も出来るだけあって、さすがに広く、会議と懇親会を同時にしても大丈夫な程広大でありま

したが、元々屋外の人口芝生の様な床なのでシートをひいての床づくりがしてあり、設定に

可成りの費用がかかった様です。

RI 会長代理（釜山無窮花 RC）の尹弘周博士（形成外科医）は今回のために日本語を猛勉強されたとかで、発音
も正確で感銘をうけました。お会いして、素晴らしかったと申しあげました。日本人に好意を持っていなければ、

あれだけ努力して日本語を勉強されないと思いました。みなさん 「是非、釜山に来られたら連絡下さい」との事

でした。 特別講演の立命館大学名誉顧問の川本八郎氏の講演は これからの世界の指導者は人種を越えて、

一つの主義や思想や宗教にとらわれずに広い見識で進まなければならないことを格調高く熱意のこもった演説をさ

れました。最後に私事ですが、幸い小松ドームの天井は異常な反響も殆どなく老人性難聴のための補聴器は充分に

働いてくれて、初めて 100 ％理解する事ができました。これまでいろんな部屋やホールでものこのエコ－が邪魔し
ていて言葉を理解出来ず困っていましたが、本当に小松ドーム万歳でした。 会報編集委員 石丸幹夫

湯浅外志男ガバナー 塚本幹雄実行委員長

高橋世織教授 日本映画大学

学校法人立命館

名誉顧問

川本 八郎氏

次年度の 2014~5 地区大会は 万葉の里高岡（高岡 RC）で

交換留学生の皆さん 背の高いのが Brianna CARDINA さん

懇親会にて 他 RC の人とも親睦を（写真の他 井口さんもいました）
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第 8 回ワールドワイドパイロットウォーク&第 6 回美術展

各位 平成 25 年 10 月吉日

金沢パイロットクラブ会長 江守 巧 ウォーク実行委員長 金 沂秀 美術展実行委員長 石田智子

第 8 回ワールドワイドパイロットウォーク&第 6 回美術展ご支援への御礼

拝啓 中秋の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素より、当クラブの事業に対しましては多大なるご理解、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。また、当日お忙

しい中、御臨席くださいました皆様に厚く御礼申し上げます。

私どもパイロットクラブは、『友情と奉仕』をモットーに地域社会の本質を向上するために活動する国際民間ボラン

ティア団体です。

現在、特に脳関連障がいの中でも、認知度が低く、福祉の谷間にある高次脳機能障害者支援活動の一環として、障

害者、健常者が手を携え共に歩くことで、交流や理解を深めることを目的とし、「第 8 回ワールドワイドパイロット

ウォーク&第 6 回美術展」を無事終了することができました事をご報告いたします。

当日は天候にも恵まれ、金沢市立泉野小学校マーチングバンドの演奏を先頭に、約 260 名の参加者と共に石川県庁

舎周辺の約 2km を歩きました。

その後は、石川県庁 19 階交流ホールでグループ銀河(音楽療法教室)の歌やギター演奏等、

また、美術展入賞者表彰式、寄付金贈呈式、お楽しみ抽選会を行いました。

参加いただいた皆様と共に喜び、笑い、とても有意義なひと時を過ごすことができました。

これもひとえに、皆様方からのご後援、多額のご寄付、ご支援の賜物と心より厚く御礼申し上げます。

お陰さまで、今回の協賛金を下記の福祉団体に寄付させていただきました。

【寄付先】

・社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会「鈴見台虹の家」・「グループ銀河」(音楽療法教室)

・NPO 法人 高次脳機能障害患者と家族の会「つばさ」

金沢パイロットクラブとしてこの事業は、毎年、世界、国内統一事業として継続していく予定ですので、今後とも

ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

本来ならば、早速参上し御礼を申し上げるべきところ、書中にて失礼いたしますことをお許し下さい。

皆様の益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

《社会奉仕委員会》

2013 年 9 月 29 日に金沢パイロットクラブ主催による「第 8 回ワールドワイドパイロットウォーク＆第 6 回美術

展」が開催されました。

第 6 回美術展では金沢百万石ロータリー賞として米田崇君に野城会長より賞状と楯が贈呈されました。


