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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 2 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

地区大会は 10/4 ～ 10/5
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： ようやく素敵な声に戻

りました。

大学生「スマホ代ずしり」の見出しが出

ておりました。大学生に昨年 11 月の調

査の結果、生活費の中で特に増えたのが、

スマホ代を含む携帯電話の料金や洋服代など「その他日常費」が前回より 56.2 ％増えました。理髪、美容代や化粧

品代、診療費など「保健衛生費」も 12.5 ％増加、「娯楽・嗜好費」は 0.7 ％増え、これに対し「食費」は 2.5 ％減、

「住居・光熱費」は 7.5 ％減でした。食費を削ってでも友人との交流や身なりを整えるための出費は惜しまないよ

うであります。食費を減らすことは健康を減らしているのではないでしょうか。また、パソコンに関しては１月の

出荷台数は 106 万台で前年同月比 63.8 ％増と大幅に伸びております。消費税増税前の駆け込み需要に加え、４月に

（米）マイクロソフトが基本ソフト（ＯＳ）「Ｗ indows ＸＰ」のサ

ポートを終了する為、買い替えが急増したようです。

4 月 9 日を最後にパソコンＯＳのＸＰのサポートをやめることにな

る訳です。サポートをやめてもパソコンが動かなくなる訳ではない

のですが、情報を盗む「ウイルス」など安全性を脅かすリスクへの

対応を終了するので大変危険な訳です。大手の富士通、ＮＥＣも今、

フル生産しているようです。この問題で当社も出費が避けられない

です。

ゲスト紹介 卓話者） 泉鏡花記念館 学芸員 穴倉 玉日 様
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休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

第 733 回例会

ホテル日航 3F
2/27(木) 19:00

例会出席率 22/36 61.11 ％

1 月修正出席率 66.47%

クラブ例会予定 2013-2014 年度

2/13 藤間勘菊会員（職業奉仕）

2/20 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

理事役員会

2/27 穴倉玉日様（泉鏡花記念館学芸員）

3/6 交換留学生 Brianna さんお誕生会

3/13 張泓明様（小松東 RC 米山奨学生）

3/20 宮永会長エレクト PETS 報告 他

3/27 山出保様（金沢前市長）
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《 食 事 》

幹事・委員会報告

上杉輝子幹事：①来週の例会は、留学生ブリアナさんのお誕生会です。会場がオーキッドから３Ｆル

ミエールに変更となりましたので、ご注意ください。クラブでプレゼントやケーキは準備しています

が、その他のプレゼントも歓迎します。ブリアナさんへの質問も募集していますのでよろしくお願い

します。

②今年度、野々市 RC から要請があり、ラオス農業支援プロジェクトに１０万円寄付しました。お礼
状と会計報告書が届いております。各テーブルに置いておりますので、ご覧ください。

ニコニコＢＯＸ

¥5,000- 本年度 ¥517,100- 残高 ¥5,285,407
野城会長：穴倉玉日様、本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。 上杉幹事：穴倉

様、ようこそ。本日のお話楽しみにしています。 魏会員：皆さん、こんばんは。穴倉様のお話を心

より楽しみにしております。 炭谷会員：穴倉様、今夜の卓話楽しみにしています。

講話の時間 『泉鏡花と「滝の白糸」』
泉鏡花記念館 学芸員 穴倉 玉日 様

プロフィール
泉鏡花記念館学芸員。
福井大学卒業後、泉鏡花を生み育んだ金沢で研究を続けるため、金
沢大学大学院に進学。
平成 17年金沢大学大学院博士課程単位取得退学。
石川工業高等専門学校非常勤講師を経て、平成 19 年 4 月か
ら現職に付く。
特に鏡花とその作品が世に知られる一翼を担った新派劇での上演史をライフワ

ークとする。共著に『論集泉鏡花 第 5 集』『別冊太陽 泉鏡花 美と幻影の魔
術師』など。

講話内容の詳細は原稿到着後に記載します。

点 鐘

パストガバナーからの手紙

パストガバナーからの手紙 168回
ソチ五輪とウクライナ政権崩壊 炭谷 亮一

ソチオリンピックは 2 月 23 日（日）に閉幕した。主催国ロシアは見事トップの 13 個の金メダルを獲得し、面目
を保った格好だ。ソチ五輪では選手たち以上にプーチン大統領が目立った。応援するプーチン、メダリストと写真

に納まるプーチン、愛想を振りまくプーチンの映像が連日、世界に配信された。過去すべての冬季五輪の合計費用

を超える 500億ドル（5兆円）もの巨費を投じてプーチンが目指したのは、国際社会におけるロシアの威信回復だ。
自国を世界に PR するのに、オリンピックに勝る機会はない。ソチ五輪の開会式に参列した世界の首脳の内、完全
なる民主国家の首脳は安倍首相とフランスのオランド大統領位なもので（他の民主国家の首脳はロシアの人権問題

を理由に欠席）、その他は不完全な民主国家の首脳たちと独裁者たちであった。

五輪の前段でのロシア国内での聖火リレーで、たびたび聖火が消え、役員が慌ててライターで再点火するシーン

やイスラム過激派の五輪中でのテロ宣言に大丈夫なのかと心配したが、オリンピック史上かつてない程の警備もあ

り、テロの発生もなく成功裡に終了した。オリンピック関係者そしてプーチンもほっとしたことだろう。好事魔多

しとでも言おうか、昨年 11月から親欧州派と親ロシア派のヤヌコビッチ政権との対立は首都キエフで頂点に達し、80
人余りの死者を出す大騒乱状態に陥ったが、五輪閉幕の 2月 22日にプーチンが強烈に支援し、傀儡に近かったヤヌ
コビッチ、ウクライナの政権は崩壊し、親欧州派が実権を握った。

プーチンがオリンピックに浮かれている間に鬼のいぬ間にとばかり、EUやアメリカの支援を受けたウクライナ野
党欧州派が、ヤヌコビッチ政権を打倒してしまった。おそらくプーチンは腹の中は煮えくり返り、切歯扼腕し、地

紹介：藤間会員
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団駄踏んで悔しがったに違いない。そして頭をかかえ、オリンピックなんかにうつつを抜かした俺が悪い、この世

は油断も隙もないと嘆いたであろう。実際 13 個の金メダルと 4,500 万人のウクライナを交換した様なものだ。今後
ウクライナ東部と南部は親ロシア、西部は親欧州と分かれており、国家の分裂内乱の危険性すらあるが、親欧州派

の 3野党とヤヌコビッチ政権を支えた「地域党」も加わった国家運営を担う暫定連立政府が 25日樹立された。ヤヌ
コビッチ政権と言う傀儡を失ったプーチンは対抗策として、昨年約束したウクライナへの 150 億ドルの財政支援の
うち、既に実施済みの 30億ドル以外については延期することを決定した。又、ウクライナへ天然ガス未払い（約 2,700
億円）猶予の停止、ウクライナにとって最大の貿易国であるロシアは、ウクライナ産品への関税の減免措置を見直

すことを示唆している。

以上、経済的に締め付けを図ろうとしているが、EUは日米にもウクライナへの金融支援を打診して来ており、民
主主義と言う共通項のある国々それぞれ何んらかの形で支援を行えば、ウクライナは EU 加盟に舵をきり、プーチ
ンと言えどもギブアップせざるを得ない。世界の多くのマスメディアはソチオリンピックが独裁者プーチンにとっ

てピークであり、オリンピック後は下り坂になるだろうと予想している。なぜなら昨年の経済成長はわずか 1.3％、
アメリカのシェール革命によってオイルもガスも価格の低迷が続く上、国内にろくな成長産業もなく、又育成もし

て来なかったプーチンにとって、このまま天然資源に依存した経済運営を続けるなら、ロシア経済はソチ五輪を準

備した 7 年間がピークだったと言うことになりかねない。旧ロシアのピョートル大帝に憧れ、強くマッチョな指導
者を演出して見せたプーチンも、今後のロシア経済の低迷と更なる国際的地位の低下に苦しむことになるだろう（安

倍チャン、いよいよ北方領土返還交渉のチャンス到来だよ!!）
プーチンとプーチンを熱烈に支持するロシア国民は昔の強いロシアが復活しつつあると考えている様だが、その

うち 50 ～ 60 年前の様にアメリカと世界を二分する程の大国に決して戻れないことを思い知ることになるだろう。
現在 61 歳まだまだ若い、そしてプーチン政権は憲法上 2024 年まで存続可能だが、著しく経済が悪化すれば途中の
退陣も十分考えられる状況となって来た。

最後にウクライナ政権崩壊は、EUとアメリカそしてウクライナの反政府勢力による、オリンピックを利用したデ
キレースに思えてならない。

ロータリアンの皆さまへ 014年ロータリー国際大会

オーストラリアのシドニーで開催される

2014 年ロータリー国際大会は、ロン・バー
トン RI 会長の年度を祝う機会となります。
国際大会への思いを語るロン・バートン RI
会長のメッセージをご覧ください。

国際大会への参加を通じて、ロータリー

が世界に与えている影響を肌で感じ、クラ

ブや地区が取り組む奉仕の質を高める方法

を学びましょう。国際大会に出席する理由は実にさまざまです。

•「ビーラボン」友愛の家の展示で奉仕プロジェクトのアイデアを得たり、プロジェクトのパートナーを見つける。
•家族と楽しい時間を過ごす。 シドニーには、家族で楽しめるアトラクションが数多くあります。

•ポリオ撲滅、ソーシャルメディア、水問題など、各分野の第一線で活躍する専門家の講演を聞く。
•リーダーシップのスキルを高め、職業や人道的活動、趣味で共通の関心を持つ人とのネットワークを広げる。次期
クラブ会長のための特別分科会や会長エレクト主催リーダーシップ昼食会に出席し、仲間のリーダーとの交流でア

イデアを広げる。

•ホスト組織委員会のロータリアンの企画によるシドニー観光を楽しむ。
•今後の国際大会について情報を集める（特に、2015年サンパウロ国際大会について）。

ゲストと一緒にご参加ください 登録料金の割引を利用できる最終日 2014年 3月 31日

東日本災害のチャリティコンサート

北山吉明前会長：東日本災害のチャリティコンサートをいたしま

す。この三年で５回目です。催し物は日本の歌をうたいます。チ

ャリーティ収入の一部は東日本に書籍をおくります。百万石 RC
後援をお願いしました。よろしくお願いいたします。

3/19金沢アートホールにて


