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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 4 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『 我等の生業 』
四つのテスト
会長 挨拶：先日、３Ｄプリンターで作っ

た拳銃を所持した男が逮捕されましたが、

正直私もここまで精巧なものが出来るとは

思っていませんでした。建築設計の図面や

多額な費用のかかる金型など、大型設備なしでは出来なか

ったものが安くできる程度しか認識していませんでしたが、

驚いている所です。たとえば交通事故で失った顔の骨をそっくりそのまま再現し、患部にはめ込めば、容貌は元通

りに。実は、３Ｄプリンターを使った医療革命の中でも実用化目前の技術だそうです。又、逮捕さ

れた男は実弾製造も考えていたそうです。専門家の中では少し心配していたようですが、悪用すれ

ばテロ組織などは武器などが簡単に出来ますし、カードを盗み取るスキミング機器も出来るようで

す。とても恐ろしいです。もっと人の為に役立つことを考えてほしいものです。

東日本大震災寄付金 贈呈： (株)明文堂プランナー代表取締役社長 清水 満 様

清水様より一言： 淸水様（明文堂社長 富山 RC） 北山吉明先生のオペラの貴重なお金を頂

き、有り難うございます。福島震災の時 4 月には当地に行ってみ

ました。あまりにもひどいので、私の出来ることで、子供達に図

書を贈ることにいたしました。10 年間は続けようとおもいます。

今年で 3 年です。子供達の他仮設の住宅の

家族の方に送りたく思っています。私もし

っかりやりたいとおもいます。

ゲスト・ビジターのご紹介 金沢南ＲＣ

北村 直樹様

皆出席表彰：１か年 武藤清秀会員
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第 743 回例会

ホテル日航 5F
5/15 木) 19:00

例会出席率25/37 67.57％

3 月の平均出席率は、69.50 ％

武藤清秀 SAA

2013 ～ 14 理事・役員 委員会 ★太字：理事役員

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 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

（理事）クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 社会：○谷伊津子

辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ 会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

監査 後出 博敏

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 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)村木早苗

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 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

クラブ例会予定 2013-2014 年度

5/22 松多伸悟 様（（株）アトラス代表取締役）

5/25 地区協議会（富山県高岡文化ホール）

5/29 休会

6/5 若野恒彦様（地区Ｒ米山記念奨学会 委員長）

6/12 東田陽博 様（金沢大学 子どものこころ

の発達研究センター 特任教授） 理事役員会

6/19 後藤徹 様（金沢美術工芸大学 視覚デザ

イン 教授）
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野城 勲会長による新事務局紹介：：事務局の村木早苗さんはご主人が転勤されますので、今月いっぱいでやめら

れることになりました。そこで私と上杉輝子幹事、宮永満祐美次期会長、井口千夏次期幹事で面接いたし、新しく

古賀めぐみさんにお願いする事になりました。

新事務局 古賀 恵さん

この度事務局を担当させていただきます古賀恵と申します。出身は金沢で、主な職務経歴といたし

まして、マスコミでの事務や秘書の経験がございます。ここ7年程は専業主婦をいたしておりまし

て、ブランクがありますのでいたらないところもあるかと思いますが、心を込めて事務局の運営を

行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

上杉輝子幹事： 今晩は残り少ない幹事報告です。

①４月の出席率は、66.97 ％です。これからは無理して出席お願いいたします。

②５Ｆ「松・竹」にて、今年度次年度理事役員会がありますので、ご出席下さい。

③８ＲＣロータリー手帳の原稿を回覧しますので、確認をお願いします。

④ 6/26（木）の例会はしいの木迎賓館の ジャルダンボギュウズです。

⑤新事務局は古賀めぐみさんです。皆さん優しくしてあげて下さいね。

ニコニコＢＯＸ ￥5000- 本年度 ￥583,100- 残高5,351,814-

野城会長：清水満様、本日はようこそおいでいただきましてありがとうございます。今回よろ

しくお願いします。井口会員：清水様、ありがとうございます。古賀さん、これから宜しくお願

いします。上杉幹事：清水様、この度はありがとうございました。事務局に来てくださる古賀さ

ん、是非頑張って下さい。宜しくお願いします。炭谷会員：今夜は富山RCの清水会員の立教大学

で修士号取得の祝いをやりますので、これで失礼します。

講話の時間 クラブフォーラム 司会：宮永満祐美次期会長

次年度委員会事業計画について
クラブ管理運営委員会 二木 委員長：北RCとの交流の日は決定、9/25

友好クラブとの交流 新幹線開通のイベント ８ＲＣとの関係 クラブ細則・ＣＬＰの検

討など

もう少し来週までにまとめます。

奉仕プロジェクト委員会 北山吉明委員長： これは ロータリーの源流ですが、
職業奉仕：会員の職業の理解（職業見学等）、喫煙問題

社会奉仕： 卓話、児童奉仕、ピアノコンクール、子供夢フォーラム

国際奉仕： 世界社会奉仕 ラオスITセンター 地区補助金 R財団 米山 青少年交換学生

韓国青少年受け入れ

会員組織委員会 金沂秀委員長：増強の企画 アンケートの作成 御協力を

広報委員会 藤間 委員長：良い卓話んら一般の人にも例会に来て貰う。新幹線開通と

ロータリー広報、 楊立山さんの東京展に米山奨学会野方がいかれました。（広報 野津

美由紀様からのメールがありました。）

その他： ローターアクトについての討議もあった。

新事務局の古賀 恵さんと

6 月 5 日の例会で退職される村木 早苗さん

点 鐘 江守巧会員より
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米山奨学会'広報 野津 美由紀様'からのメール

金沢沢百万石ロータリークラブさま

楊立山さんの個展に行った際の写真をお送

りします。一緒に写っているのは、坂下博

康事務局アドバイザー（前事務局長）です。

写真右手にもうひとつ、赤い塗りの作品が

配置されていたのと、奥にあるスタッフル

ームにも小作品が2点と、作品集がありまし

た。

初日に行きましたが、米山の前に受給して

いた、岡崎嘉平太国際奨学財団の事務局スタッフも応援に来ていました。

5 月 12 日から 17 日まで東京銀座の小林画廊で展示会をしました。

日本にとっての原発とは その１ 村田祐一

これから何回かに亘って原発関連の話をしたく思います。

アメリカは原爆製造以来、数十年研究を重ねてもうまくいかない核廃棄物の処理方法に困って、日本の知恵と資金

力に期待して、お金のかかる核廃棄物の処理方法の解決作を押し付けます。その結果日本にも原発が次から次へと

出来ていきます。

素敵なマンションを造ったが便所の作り方が判らない建築家がアメリカに相当します。

脱線しますが、ベルサイユ宮殿には便所がなく、それをカバーするために裾の大きく膨らんだドレスが実用を兼ね

て着用されたとか。具体的な使用方法については控えます。そんなお国柄か？シャンゼリゼ通りには犬のうんちが

多い。アルバ社という原発産業の元締めもある。

うんちの処理方法を一緒に研究する見返りに、永遠に近いのエネルギーを手に入れたい日本。研究費負担を減らせ

るアメリカとの利害が一致しました。

その一方でアメリカは自国の安全のために西海岸は大地震が多く危険なので西海岸にある原発は全て廃炉にして地

震の少ない東海岸に原発を移していきます。地震国日本はノーベル物理学者の湯川秀樹氏を巻き込み原子力の平和

利用を高らかに宣伝します。手塚治虫氏も時流に乗って夢の原子力エネルギーの申し子、鉄腕アトムを創り出しま

す。彼らのその後の行動を見ているといずれも騙されていたと考えざるを得ません。その後、湯川氏は核兵器反対

運動に転身します。手塚氏もヒットラー批判の漫画などを描いて反戦の立場に立ちます。一部の人々はひっそりと

核兵器を何時でも作れる体制を維持するために原発からプルトニュームを作っていきます。資源の乏しさを原子力

エネルギーで補う事を錦の御旗にして次々と原発を造っていきます。

アメリカなら建設を許可しない地震の巣窟、活断層だらけの場所に！お金で貧しい現地の住民を懐柔して次々と造

っていきました。元敦賀市長には「現在の貧困から抜け出せるならば、将来孫の代に奇形児が出ても構わない」と

まで言わせています。それほどまでに貧しさに追い詰められていたのでしょう。

貧しさに打ちひしがれている人々の頬を札束でひっぱ叩いての仕業だと思います。貧困地は過疎地でもあり過酷事

故が起こっても被害が少ないと考えたようです。しかし、福島の事故で過疎地に起こっても広範囲にその被害が及

ぶことが明白になりました。その被害をできるだけ小さく見せようと、なんでも有りの政治が続いています。これ

だけの被害があり、今も続いているのにトルコにまで原発を売り込んでいます。自民、公明、民主のほとんどの議

員、中でも福島出身の議員までも輸出に関する法案に賛成しています。一般国民の思いとは裏腹です。一見豊かに

なった日本ですが、心の貧しさは目を覆うばかりです。そんな人たちが声を大にして、道徳教育を推し進めていま

す。何か変です。

パストガバナーからの手紙 177 回 炭谷 亮一

良書探訪その 7 「資本主義と自由」ミルトン・フリードマン 著

本書はフリードマンが 1950 年代に大学で行った講義をまとめ、1962 年に刊行した一般向けの書で、自らの経済

学研究から導き出された多くの提言を行っている。

本書は世界の構造改革のバイブルと言われており、フリードマンはシカゴ学派の重鎮、規制撤廃を唱えた元家元本、

そしていわゆる新自由主義の旗手としての主張が網羅された良書である。

1976 年、ミルトン・フリードマンはノーベル経済学賞を受賞した。そのときの記念講演は、あたかもポール・サ

ミュエルソンを始めとするアメリカケインズ主義者に対しての、反ケインズ主義の勝利宣言の様相を呈していた。

当時のアメリカの経済事情は、インフレ率 9.1 ％に達しているのに、失業率は 8.5 ％、そして経済成長はマイナス 0.4
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％と言う、正にスタグフレーションにあったにもかかわらず、アメリカのケインズ経済学者達は何んら対策を講ず

ることが出来ず、もちろん説明すら出来なかった原因を論じ、「自然失業率」をもって証明し、アメリカのケインズ

経済学者が提案してきたインフレと失業の調整と言う政策は、まったく幻想だったと断言した。フリードマンは本

書において政府が行うべきでない規制を以下に挙げている。

①農産物の買取保証価格制度 ②輸入関税・輸出制限 ③産出規制 ④家賃統制

⑤最低賃金・法定金利 ⑥産業規制・銀行規制 ⑦社会保障制度 ⑧ラジオ・テレビ規制

⑨特定事業・職業の免許制度 ⑩住宅政策 ⑪徴兵制 ⑫国立公園 ⑬郵便 ⑭有料道路

以上の中で完全に廃止されたのは徴兵制ぐらいであるが、ここ 50 年間の間に格段に規制の程度は小さくなっている

（アメリカで）。日本でも小泉政権下でフリードマンの提言を参考に郵政民営化と道路公団民営化が断行された。

こうしたフリードマンが提言した具体的な政策は、いまも日本でしばしば新政策提案として登場することがある。

しかし彼の提言の多くはかつては成功したかの様に語られている。しかしフリードマンが 1970 年から 1990 年代へ

とピークに達した彼の名声とは裏腹に、ほとんどの提言は成功していない。その上フリードマンの名声の根源とも

言えるマネタリズムだが、確かに 70 年代末にイギリスのサッチャー政権が採用したのは事実であるが、経済安定策

としては実際的ではなかった。マネタリズムについてフリードマンは、貨幣量の変化と所得の関係に注目すれば、

確度の高い信頼できる政策的意味が得られると主張し、そのマネタリズム的政策は、名目 GDP の伸び率に合わせて

貨幣量を増加させていけばいいと主張した。フリードマンの政策提案は余りパッとしなかったが、フリードマン以

降、アメリカの金融制度は正に実証経済学の思想に基づいて、規制のない金融を「仮説」として規制を取り去り、

参加者すべて博打うちのメンタリティーを持つと言う仮想のもとに、主観的確率論あるいは個人的確率論によって

成立する金融市場をつくり上げて来た。

一時期花形だった金融工学を駆使した住宅ローン担保証券やクレジット・デファルト・スワップ等の金融商品の取

引によって、金融市場は正に博打場と化した。

2006 年にフリードマンはサブプライム問題もリーマンショックも知ることなく、アメリカ経済学への最大の貢献者

として称賛の中、亡くなった。

2008 年 4 月 14 日発行 「資本主義と自由」

日経 BP 社 2,400 円＋税

世界最大の書籍船 ロゴス・ホープ号 金沢港に

5 月 18 日（日）昼、ロゴス・ホープ号を家族で見学してきました。

船内に 50 カ国の以上の乗務員がおり、約 5000 種 50 万冊の書籍があり、

即売していました。身分証明書をみせての入場でした。また駐車も道路

まではみだし、いっぱいで、長い行列を並んでの入船でした。

子供も沢山きていましたが、本は殆ど英語でした。聖書関係もかなり

あり、宗教活動の船です。5/26 まで停泊しています。振り返って、白山

もきれいでした。 Hp は www.logoshope.org 石丸幹夫

2014 － 15 年度のための地区研修協議会のお知らせ

ガバナー湯浅外志男 ガバナーエレクト 永田 義邦

ホストクラブ/高岡万葉ロータリークラブ 会 長 稲谷 嘉則

実行委員長 岡本清右衛門

特別出席者の方々並びに各クラブの出席対象者の皆様、

新会員(入会 3 年未満)の出席
高岡文化ホール →
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2014-2015 年度 RI テーマ：Light Up
Rotary ロータリーに輝きを

1.開催日時 平成 26 年 5 月 25 日(日)

13:00 ～ 17:10

2.開催場所 富山県高岡文化ホール

富山県高岡市中川園町 13-l
TEL 0766-25-4141

3.出席対象者 【次期クラブ会長会議】

ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期

地区幹事、現・次期地区

財務委員長、現・次期地区監査委員長、

次期クラブ会長

※オブザーバー :ガバナーノミニー、

2015-16 年度〔地区幹事。地区財務委員

長〕

【全体会議】次期〔会長・幹事・会計・

理事・役員・各委員長〕

新会員(入会 3 年未満)、特別出席者

『2013-14 年度 慰労会(例会)』と『新入会員の歓迎会』のご案内
今年度も残り 2 ヶ月余りとなりました。今年度野城会長・上杉幹事をはじめ役員の方々の慰労会と今年度入会頂

いた宍戸会員、稲山会員、高田会員の歓迎会を下記の通り企画致しました。万障繰り合わせの上、多数ご出席いた

だきますようご案内申し上げます。ご家族の参加も歓迎いたします。

記：日 時 2014 年 6 月 26 日(木) 19 時 00 分より 場 所 ジャルダン ポール・ボキューズ

金沢市広坂 21-1 しいのき迎賓館内(TEL:261-1161)
会 費 会員・ご家族 13, 000 円 ※参加人数によつては金額アップの場合もありますのでご了承下さい。

申込〆切 6 月 5 日(木)


