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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 10 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 159 回 炭谷 亮一

「アメリカの新移民事情」

現在の国際ロータリーの事務局長は 2 年目に入ったジョン・ヒューコ（ウクライナ出身）で、1989 年にベルリン

の壁が崩壊した後の東欧移民の一人である。2 つの大学院を卒業し、経営学修士と弁護士 2 つの資格を持つ有能な

努力家である。

ベルリンの壁崩壊後、ソビエトの圧政から解放された東ヨーロッパの人々が大挙してアメリカにやって来た。当

時のアメリカは石油ショックから立ち上がり、レーガン景気の後ブッシュ大統領（シニア）のもとで経済が良くな

っていた為、東欧人は白人だ、出来るだけたくさんアメリカに受け容れたいと比較的簡単に永住許可証を出した。

東欧からやって来る新しい移民達をアメリカの人々が、白人であると言う理由だけで歓迎したのは当時アメリカ

での白人労働者の数が減りつつあったからだ。ところが東欧からやって来た人々は紛れもなく、どっぷり社会主義

体制につかった、意欲を持って働かない（働きたくない）、アメリカ政府の社会保障の世話になろうと言う人々がほ

とんどだった。

私の知人で、在米生活 25 年以上で、たまに日本に帰国の折には、私のオフィスで検診（チェック）と口腔内クリ

ーニングに訪れる現地法人の支社長の話を取り上げてみることにする。アメリカの労働者の中で最も手に負えない

のは東欧からの新たに移民した白人達だと。誰よりも働かず、権利のみを主張し、会社を利用しようとしている。

そう言った連中に朝出勤後、昼に「クビ」と宣告する時、その後に仕返し

（ピストルで撃たれやしないか等）されないかと一週間くらいはビクビク

していて、命が縮む思いだと、苦笑いしていたのが印象に残る。彼はこん

な人間が大多数を占める社会主義体制の国々が崩壊したのは当然帰結であ

ると、語気を強めて話してくれた。

更にはオバマ大統領は 2008 年そして 2012 年には再選を果たしたが、特

に 2012 年の選挙では白人の多く（70 ～ 80 ％）は共和党に投票したのでは

ないかと。オバマを絶対的に支持したのは白人の中の東欧からの新移民で、
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オバマに手厚い社会保障の継続と拡大を期待しての投票行動だったろうと。その他オバマの支持率は黒人のほぼ 100
％、ヒスパニックの 70％、アジア系はフィフティーフィフティーではないかと述べていた。
彼の住むテキサスでも、アジア系の移民は近年多くなって来ている様で、中国本土・香港・台湾・韓国からの人

達が目につき、中国系の人達は一昔前と違って食い詰めた人達ではなく、スーパーリッチの移民が多いのではと。

又、韓国系は若い人達の移民が多く、聞くところによると韓国内の閉塞的な社会構造、格差社会そして深刻な失業

に嫌気がさして、アメリカ留学経験者の多くの若者の移民が増加している様だと述べていた。彼言わく、アメリカ

の移民政策の第 1 は有能な人々に移民して来てほしい、アメリカ社会に絶対必要な人材には一年以内にグリーンカ
ード（永住権）を与えている様だと。第 2 はロシア・中国・南米・アフリカ・その他ともかく豊富な資金を持った
お金持ちに来てほしい。以上がアメリカの移民政策の基本だと述べていた。

最後に日本人はどうですかと聞くと、在来生活が長くてもアメリカへ帰化しないケースがほとんどだと。ただし、

在来 40 ～ 50 年となると子弟もアメリカの大学を出て、アメリカ社会で生活しているケースが多くなり、日本との
関係も疎遠となり、家族共々ここで初めてアメリカに帰化するケースがまぁまぁある様だと。彼言わく、日本人の

場合喜んで帰化するケースは少なく、しかたなく帰化するケースがほとんどの様だと。「日本人にとって日本が一番

住みよい国なんでしょうね」と明言していた。

最後に彼は、まぁどんな人種でも一世代つまり 30 年たてば典型的なアメリカ人になれると断言していた。私も近
い将来 50億円位持って、アメリカに移住するかな？
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
国 歌 「君が代」

ロータリーソング 『 我等の生業 』

四つのテスト

会長挨拶： 12 月に入り、今年も 1 ヶ月を
切りました。当初は一年が長いなあ~と思っ
ておりましたが、早いもので、私の年度も半

年が過ぎようとしています。

吉田様は無事退院されまして、本日はとても元気な顔を見せていただき、大変嬉しく思っております。心からお喜

び申し上げます。

先日、日経新聞にアジアの 8 ヶ国・地域を対象とした「訪日外国人旅行者の意向調査」、「観光地認知度」が日本
政策投資銀行 北陸支店調べで掲載されていました。意外だったのが、北陸では「富山」の認知度は 17 ％、「立山／
黒部」・「金沢」が 12％だった一方で、行きたい観光地にある要素として、「新幹線」を挙げる人が 58％に達した。
北陸の認知度は低いが、北陸新幹線開業を機に選ばれる地域になることが期待される。全国 47 地域、観光地の認知
度は富山が 25位、立山／黒部と金沢が 33位、34位。富山はマレーシアや中国で 20位以内に入っています。
観光地・石川も、今後は北陸新幹線を機にもっとＰＲをしなければと思っております。

ゲストのご紹介

ビジターのご紹介 野々市ＲＣ 中村 寛二 様

今月の誕生者の紹介 いらっしゃいません

《 食 事 》 会長：いただきます。

中村 寛二様（野々市 RC）：このクラブへは久しぶりです。中村啓二郎さんの事でご奉仕ご協力あ
りがうございます。二年後は野々市 RC からの柳生さんがガバナーになりますが、私は来年度のガ
バナー補佐をする事になり、ご挨拶にまいりました。このクラブには多くの知り合いの方もおられ

ます。次年度の高岡クラブの中田ガバナーは大変にきさくな方でしっかりしたかたです。 よろし

くお願いいたします。

幹事・委員会報告

上杉輝子幹事：①先週もご案内しましたが、第４回日台ロータリー親善会議の案内が来ております。

来年１月２６日です。参加される方は事務局までお願いします。（〆切１２／２０）

②１２／１９は年忘れ例会です。ビンゴ景品等の準備もありますので、ご出欠につい

てお早めにお知らせ下さい。

二木秀樹親睦委員長： 毎年恒例の『オークション』は沢山お願いいたします。また『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。

タイのチョコレー

ト宮永会員より

第 723 回例会
ホテル日航 5F

12/5（木）19:00
出席率 24/37 64.86 ％
8 月修正出席率 70:76%
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ニコニコＢＯＸ ¥17,000- 本年度 ¥324,000- 残高 ¥5,092,307
野々市ＲＣ中村様：野々市ロータリーの中村寛二と申します。日頃は貴クラブに大変お世

話になっております。 野城会長：今年もあとわずかとなりました。かぜをひかぬよう気を

つけて下さい。次年度会長宮永様、幹事の井口様、宜しくお願いします。 石丸会員：吉田

様のお元気な姿で本日の出席、嬉しく思います。私の家内の短歌が「友」に第一席となりま

した。 上杉幹事：次年度会長宮永さん、幹事井口さん、宜しくお願いします。余りお役に

立っていませんが、あと少し頑張ります。 金会員：本日も早々に退席してすみません。新

会員の紹介、よろしくお願いします。 永原会員：今年もあとしばらくとなりました。私

も今年の出席率悪く、申し訳なく思っております。来年は頑張って出席したいと思っており

ますが・・・。 西村会員：宮永さん、井口さん、次年度よろしくお願いします。 宮永会

員：①５人目の孫がタイで誕生しました。やっと女の子です。②仙台で電話応対コンクール

全国大会の審査をしてきました。③次年度の役員のご承認、よろしくお願いします。 吉田会員：長い間欠席いた

しました。回復力もあり、再度皆様方のお仲間入りが出来ましたこと嬉しく思います。今後共宜しくお願いします。

講話の時間 年次総会 『 次年度の理事役員の承認 』 宮永会長エレクトより

副幹事（次期幹事）井口千夏

① 次年度の理事・役員の発表・説明 ②委員会活動予定 ③ 魏副会長（次年度会長エレクト）

より挨拶

2013~2014 年 金沢百万石ロータリー 組織編成の方針

１．一会員一事業 ２．職業奉仕の活動の復活 ３．ロータリー財団委員会と国際奉仕委員会の

統合 寄付と活動を一体化 ４．詳細では ・出席委員の設置 ・国際奉仕の細分化 世界社

会奉仕委員会（ロータリー財団含）米山奨学会委員会 青少年交換委員会 ・新入会員のオリ

エンテーションの実施 ５．その他

次年度理事役員予定：

理事役員 会長 宮永満祐美 会長エレクト 魏 賢任 副会長 若狭 豊

幹事 井口 千夏 副幹事 大路 孝之 会計 上杉 輝子 SAA（会場監督） 宍戸 紀文 直前会長 野城 勲

クラブ管理運営委員会委員長 二木 秀樹 奉仕プロジェクト委員会委員長 北山 吉明

会員組織委員会委員長 金 沂秀 広報委員会委員長 藤間 勘菊 親睦委員長 武藤 清秀

国際奉仕委員長 西村 邦雄

常任理事 石丸 幹夫 吉田 昭生 木場 紀子

委員会活動予定：

＊クラブ管理運営 親睦 会員親睦旅行 年忘れ例会 12/19 新入会員歓迎会都度 お月見例会 10 月以降 会

長幹事慰労会 6 月

友好クラブ細則・ＣＬＰの検討 10 月以降細則 富山西クラブとの交流 北クラブとの合同例会

例会（プログラム）卓話（会員）年 6 回 卓話（外部講師） 年 30 回ガバナー・ガバナー補佐 年 2 回

ニコ BOX 活動 ・

＊奉仕プロジェクト 職業奉仕 会員の職業の理解（職場見学等）会員の職場見学 金沢美大 or 北陸大学 1 ～ 2 回

社会奉仕 子ども夢フォーラム支援 例会卓話（メイクアウィッシュ） パイロットクラブ支援 金沢市善行児童

表彰 ピティナ・ピアノコンペティションいしか国際音楽コンクール

国際奉仕 世界社会奉仕（R ・ラオス支援 財団）書き損じはがきキャンペーン 2 月 その他の国際奉仕

米山奨学会・米山奨学生・R 財団地区委員 年 2 回米山奨学生のお世話全般 青少年交換交換留学生受入 8 ～ 7 月

日韓青少年交換留学 8 月

＊会員組織 新会員候補 招待毎月 1 週目 新入会員への修練（オリエンテーション増強）増強の企画

＊広報 マスコミに情報提供随時 ロータリー情報 「ロータリーの友」活用・紹介ロータリーの友 年 2 回の記事

を紹介 会報 クラブ内外への広報（会報・ホームページ クラブ要覧作成 要覧の全体把握

魏賢任次年度会長エレクト挨拶：再来年度は会長の大役となりましたが、自分ではまだ早い

と思っていましたので、プレッシャーですが、やりがいの或る仕事ですのでがんばります。

台湾は私の故郷はその真向かいですので 2 ～ 3 回行った事もあります。中国の善い文化が残っ

ています。まあ信頼していただいたので一生懸命がんばります。

点 鐘

年忘れ例会のお知らせ クラブ管理運営委員長 西村 邦雄 親睦委員長 二木 秀樹

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。

日 時 12 月 19 日(木) 19:00 点鐘 (～ 21:30 頃) 場 所 ホテル日航金沢 3F「 ルミエール 」
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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(金)

※オークションヘの出品は、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。

日台ロータリー親善会議からのご案内 ガバナー 湯浅外志男

第４回日台ロータリー親善会議のご案内拝啓 向寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は

ロータリー活動に多大なるご協力、ご尽力を賜り深く感謝致しております。

さて、早速ではございますが、日台ロータリー親善会議の板橋敏雄総裁より、標題に関するご案内がまいりました。

当初の２０１４年３月に開催を予定致しておりましたが、台湾側の事情により予定を前倒ししたため、開催日が迫

ってのご案内となりました。開催間近のご案内となり、皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、多くのロータリ

アンそしてご家族の皆様のご登録をお願い申し上げます。 敬具

開催日時 ： ２０１４年１月２６日（日）１４：００～２０：３０ ※行程は別紙参照

開催場所 ： 台湾（台北） 圓山大販店１２階

〒１０４６１ 台北市中山区中山北路四段一号 TEL ＋８８６－２－２８８６－８８８８

登 録 料 ： 会員 １５，０００円 、ご家族 １０，０００円

登録締切 ： ２０１３年１２月２０日（金）

別紙登録用紙に必要事項をご記入頂き、ガバナー事務所までご返信頂ければ幸いです。

振 込 先 ： 北陸銀行 小松支店 普通６０２８８４９

ＲＩＤ２６１０ １３-１４ガバナー事務所

（ｱｰﾙｱｲﾃﾞｨ 2610 13-14 ｶﾞﾊﾞﾅｰｼﾞﾑｼｮ） ※振込手数料は各自にてご負担下さい

そ の 他 ： 恐れ入りますが、登録料をお振込み頂けましたら別紙「第４回日台ロータリー親

善会議登録料振込通知書」をご提出頂ければ幸いです。

事務局まで

大野港の後方は山々のパノラマ

12 月 8 日の夕方久しぶりに空気が澄んでいたので、写真機をもって金沢港へ、山の写真を撮ってきました。剣岳

別山 立山。高三郎山 奈良岳 大笠山。白山。大野港の後方は山々のパノラマです。 村田祐一


