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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 地区大会は 10/4 ～ 10/5

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）

ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）

多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

例会前：ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 会長・幹事懇談会

点 鐘
ロータリーソング『 奉仕の理想 』

四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶 こんばんは 本日は 永田ガバ

ナーをお迎えする例会です。ふるさとを大事に思ってい

らっしゃるガバナーがお越しになる今日 新幹線開業に

ついての詳しい情報の発表がありました。これも ご縁

かもしれません12月にはダイヤが発表されるとのことですが 私たちが交流する高崎は はく

たか の一部で停車と新聞に載っていました。

高崎 RC の市川さんがお越しになって打ち合わせをしました 今後の交流について 目前に迫って

きた感じがします 先日の理事役員会で 藤間さんが 高崎との交流の実行委員長に決定しました

委員会報告の際に お願いします。 また 地区補助金でパソコンを寄贈した子供夢フォーラムの記

事も載っていました。段取りいただいた 宍戸さん 当日 立ち会っていただいた 藤間さん 上

杉さん 武藤さん 大路さん ありがとうございます。

ゲストのご紹介 卓話者）国際ロータリー第 2610 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 永田 義邦 様

石川第 1 分区 B ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 中村 寛二 様

国際ロータリー第 2610 地区 地区幹事 津嶋 春秋 様

ビジターのご紹介 南砺 RC 中田 裕二 様 香林坊 RC 谷本 大幸 様

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

井口千夏幹事： 8,9 月の金沢８ RC の例会変更が届いています。事務局の面接

をしました。本日、西村有里さんにきめました。そして例会にも来てもらいました。

皆様また声をかけてあげて下さい・

西村邦雄理事 国際奉仕委員長： 9/2（月 ）午後 7 から村木早苗さんが事務局の

応援に来て下さるので食事会をいたします。本日中に出席の方申し出て下さい。

藤間勘菊 広報委員会委員長：（高崎 RC 世話役）：金沢に来られるのは来年 2015.5/22 土～ 23 日

ですが、高崎市や商工会議所や市内 6RC も応援して出席される様です。よろしくお願いいたし

ます。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0751 2014.9.4

．

第 754 回例会

ホテル日航 3F
8/28（木) 19:00

例会出席率 24/36 66.66%%
宍戸紀文 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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江守道子 国際奉仕委員：パイロットクラブの毎年の応援ありがとうござ

います。また 9/28 石川県庁のまわりのウオーキングをいたします。

また 9/25（木）～ 28（日）に美術展をいたします。

また陶芸作家の金正逸先生の作品展が 8/20 ～ 8/30 小橋のしら井さんの

2F 海の森ギャラリーでおこなわれます。ごらんになって下さい。

作品 時のしずく

ニコニコＢＯＸ ￥ 31,750- 本年度￥ 137,802- 残高￥ 5,588,316-
永田ガバナー：公式訪問に際して。 中村ガバナー補佐：永田ガバナー、津嶋幹事様 大変ご苦

労様です。今後宜しくお願いいたします。 南砺 RC 中田様：初めてメークにうかがいました。

よろしくお願いいたします。 宮永会長：:永田ガバナー本日はようこそおこし下さいました。よ

ろしくお願いします。高崎 RC 市川氏との打ち合わせの際ののこりをニコニコします。 石丸会

員：永田ガバナー様、中村様、津嶋様ようこそ、。お世話になります。よろしくお願いいたします。

井口幹事：永田ガバナーをお迎えして、中村ガバナー補佐、津嶋地区幹事、本日は宜しくお願

いします。 魏会員：皆さんこんばんは。永田義邦ガバナーのご訪問を心よりお待ちしていまし

た。いろいろとご指導していただきありがとうございました。 木場会員：永田ガバナー、中村

ガバナー補佐、地区幹事津嶋様、今日は御指導よろしくお願いいたします。 杵屋会員：永田ガ

バナー様 本日はよろしくお願いいたします。 宍戸会員：永田ガバナー様、中村ガバナー補佐様、津嶋地区会員

様、ようこそ百万石ロータリーへ。 今日はよろしくお願いいたします。 東海林会員：ピティナ全国決勝大会に

連弾部門とソロ部門に二組出場しました。連弾は何と第一位金賞。ソロはベスト賞に入賞しました。とっても嬉し

い結果で熱い夏が終わりました。 炭谷会員：永田様、中村様、津嶋様、今夜のガバナー訪問御苦労様です。 藤

間会員：永田ガバナー様、中村ガバナー補佐様、津嶋地区会員様よろしく御指導お願いいたします。 水野会員：
永田ガバナー様ようこそおいで下さいました。本日はどうぞよろしくお願いします。

講話の時間 『 ロータリーのビジョンを語ろう 』
国際ロータリー 2610 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 永田 義邦 様

講師紹介： 職業分類 健康診断

生年月日 1938 年（昭和 13 年）10 月 19 日生まれ

住 所 富山県射水市宮袋 290
最終学歴 武蔵工業大学工学部卒業

職 歴 1961 年 4 月 (株)東芝メディカルシステムズ入社

1967 年 4 月 (株)永田メディカル入社

1987 年 8 月 同社 代表取締役社長

1990 年 6 月 (財)北陸予防医学協会 理事長 (現職)

2009 年 6 月 (株)永田メディカル 会長 (現職)

ロータリー歴 1978 年 10 月 高岡ロータリークラブ入会

1986 年 12 月 ポール･ハリス･フェロー 1998 － 99 年度 地区副幹事

2000 － 01 年度 高岡ロータリークラブ第 50 代会長

2000 年 7 月 マルチプル・ポール･ハリス･フェロー、米山功労者

2002 年 8 月 マルチプル・ポール･ハリス･フェロー（2 回目） 2006 － 07 年度 富山第 3 分区ガバナー補佐

2006 年 9 月 マルチプル・ポール･ハリス･フェロー（3 回目） 〃 第４回米山功労者マルチプル

2012 年 7 月 第５回米山功労者マルチプル

2012 年 11 月 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（4 回目）

2013 年 10 月 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（5 回目）

その他の役職 2007 年 6 月 協同組合 高岡問屋センター 理事長

2008 年 6 月 （公社）全国労働衛生団体連合会 監事

2010 年 11 月 高岡商工会議所 副会頭 ほか

講話： （要旨）永田です。どうやら半分はまわりました。このクラブは多彩な職業で女性会員の多いクラブで

活動も活発ですね。もっとも印象に残るのはラオス農業センター支援です。私共もタイの支援をした事があります。

昨年は私達 537 人のエレクトが米国で研修をうけました。出席は厳しく１週間のうち 3 時間外出しただけでした。

2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）氏は「ロータリーに輝きを」をテーマにしていますが、

自らを律し世界平和を願う。まさに孔子の思想です。1955 年よりは青少年に力を入れるようになりました。しかし、

このところ米、英、オーストリア、日本では会員が減少しています。現在 2610 地区は７月現在 2580 名になりまし

た。アンケートではロータリーは近代化していないと認識されている様です。何故増強が出来ないのか、奉仕のニ

ーズがうまくあっているかどうか、市民のイメージはどうか、IT 化がうまく行っているか？考えさせられる事も沢

山あります。

ＲＩで変わったわった事は地区補助金は前年度は 680 万円、本年度は 750 万円で増加しています。
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例えば医学部から糖尿病、腎臓病の研究でシドーニー大へ留学 15,000 ドルの援助があります。

ロータリーの理念はロータリーの理想に、綱領は目的になり、文章は平易になりましたが内容は変わっていませ

ん。４大奉仕に更に青少年奉仕が加わりましたが、実際にはすべて重複しています。

ロータリーで基本的に重要な事は高潔性であり寛容であることです。会員は親睦をくりかえして効率良いエネル

ギーヺ蓄積して、良いことをするわけです。それには先ず各クラブが活性化する事です。増強はそのためにも大切

な事です。百万石クラブは元気ですが、さらに広く影響を与えるクラブであって欲しいと思います。

点 鐘

米山奨学会より

今年の 4 月か 5 月に貴地区の奨学生オリエンテーションにお伺いした翌日、藤間

さまのおすすめで、藤間さまの旦那さまが経営しているカフェに広島からのよねや

ま親善大使、楊小平さんと共に立ち寄らせていただきました。

藤間さまもお忙しい時間を縫ってわざわざお店に来てくださり、その際、

バッジを一つずつプレゼントしてくださいました。

そのときいただいたバッジを、よねやま親善大使の楊さんが先日開かれた当会の理

事会、および、第 2600 地区（長野）での米山セミナーにて、胸に付けてスピーチ

されました。

お写真をお送りしますので、藤間さまにどうぞよろしくお伝えくださませ。

追伸：貴クラブでお世話いただい

ている楊さんはその後もお元気で

すか？(o^-')b
今後ともよろしくお願いいたしま

す。

財団法人ロータリー米山記念奨学会

広報担当：野津 美由紀

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281
E-mail：noz_m@rotary-yoneyama.or.jp

例会前ににガバナー懇談会
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村木早苗さん来訪と西村有里さんを事務局にむかえて 懇親会 2014.9.1 とどろき亭にて

新しく西村有里さんを事務局に迎えて村木早苗さんが金沢に４泊して指導して下さる事になりました。

出席者：西村邦雄 炭谷亮一 木場紀子 杵屋喜三以満 藤間勘菊 水野陽子 二木秀樹 宮永満祐美 西村有里

村木早苗 石丸幹夫 大路孝之 の皆様

パストガバナーからの手紙 188回

パレスチナ紛争の根源 炭谷 亮一
８月５日号のニューズウィーク誌の見出しは「イスラエルの暴挙」であった。事実、７月３１日現在、パレス

チナのガザ地区でのイスラエル軍の攻撃によって死者１３００人負傷者７０００人（７割が一般市民）にのぼると

の報道があった。無抵抗な市民への殺戮は「戦争犯罪」行為であり、怒りを覚えずにはいられない。しかし、今後

もイスラエル軍はイスラム過激派ハマスが全滅するか、完全降伏しない限り、攻撃の手を緩めることはないだろう。

では、何故にパレスチナ問題は、イスラエルとアラブにとって、かくのごとき致命的重要さを持つものであろう

か考察してみた。

ユダヤ人は何故にかくも執念深くパレスチナの地に固執するのか、２０００年を超えるディアスポーラ（大放浪）

の末に、パレスチナの地に住んでいたアラブ人を追っ払ってイスラエル国家を建国したのか？答えはただひとつ。“

それが、神との契約（神の命令）だからである。”言いかえれば、“パレスチナこそが、神がユダヤ人に与えた土地

だからである。主なる神は、自身が天地を創造したのだから、勝手にエジプトの川から、かの大いなる川ユーフラ

テスまでの地（乳と蜜の流れる理想の地）をアブラムの子孫に与えた。

ではその後、神がアブラムの子孫に約束した土地はどうなったか、アブラムは神に命令に従ってアブラハムと改

名した。そして、アブラハムの子孫は、飢饉を逃れてエジプトに移住した。はじめファラオ（エジプト王）は、イ

スラエル人を歓待した。しかし、その後イスラエル人達は、エジプトの奴隷となり、４００年間苦しめられた。や

がて、イスラエルの民は、モーゼに率いられてエジプトを脱出した。その後、紆余曲折があり、イスラエルの民は

４０年間荒野をさすらった。

モーゼは、ヨルダン川を渡って約束の地（パレスチナ）に入ることなく、モアブの国で１２０歳で死んだ。モー

ゼの死後、ヨシュアが指揮を命ぜられた。とは言うものの、イスラムの民は都合４４０年間もさまよった。その間、

約束の地には、多くの他民族が住みついてしまっている。では久しぶりにカナンの地（パレスチナ）へ帰ってきた

イスラエル人が、やったことは何か。カナンの先住民の壮絶な大虐殺であった。何故に、カナンの先住民を大虐殺

するのか。神がカナンの地を好きにせよ、先住民を皆殺しにせよと命じたもうたからである。イスラエル人は、神

の命令を忠実に守った。神の命令を「ひとこと」で要約すると、以下の様になる。“このカナンの全土を征服し、住

民を皆殺しにせよ”（旧約聖書ヨシュア記より）いかなる罪故に、カナンの地の住民、男も女も、老いも若きも、少

しの容赦もなく、ことごとく惨殺されなければならなかったのか。重ねて問う、いかなる重罪故に？答えは、神が

イスラエル人に約束したもうた土地に住んでいたという罪故に。

イスラエル軍のやり口は、町（国）をかたっぱしから侵略し、王を殺して吊るし、全国民を抹殺する。この様に

しろと神が命じたもうたのである。イスラエル軍は、中東戦争のときの様に死を恐れず勇猛に、しかも電撃戦が得

意であった。

パレスチナに住む王達は黙ってイスラエル軍に敗走したわけではない。もちろん多くの王達は今のアラブ諸国の様

に連合軍をつくった。おびただしい馬と戦車で出撃してきた。さすがのイスラエル軍も、これほどまでの大軍を見

て肝を冷やした。しかも敵の武器は桁違いに強力だった。

しかし、イスラエル軍にとっては生死をかけた民族の存亡をかけた戦いである。もちろん志気は高く、しかも神様

が助太刀していてくださるとの思いを強く持ち「アラブの連合軍なんか恐れたのでは、３０００年後の湾岸戦争の

フセインに笑われるぞ」とばかり馬の足の腱を切り、戦車に火を放ち、十八番の電撃作戦で全滅させた。「神がかり」

という言葉は、これが起源と言われている。（但しこれは炭谷の創造）

西暦７０年にローマ軍によってイスラエル王国は滅亡させられた。そしてイスラエルの民は世界各地へと散ってい

った。しかし２０００年後、再びパレスチナの地にイスラエル国を建国した。（神からのパレスチナの地をお前達に

村木早苗 と 西村有里さん
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与えるとの約束を思い出して）

パレスチナ紛争の根は深いの深くないのって、そのスパンは数千年である。解決には数千年の年月が必要なのかも？

現在の紛争の状況を見ていると、イスラエルは、ガザのパレスチナ人を殲滅せんばかりの戦いぶりである。我々は

注視しなくてはならない。

RI2610 地区地区大会案内 10/4（土）～ 10/5（日）
■本会議 Ⅰ：10/4（土）高岡市民会館 参加対象者： 地区委員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長

■本会議 Ⅱ：10/5（日）高岡市民会館 参加対象者： 会員・家族、米山奨学生、交換学生

■ 大会の夕べ ：10/5（日）ホテルニューオータニ高岡 参加対象者： 会員・家族、米山奨学生、交換学生

※ １０月９日（木）は、地区大会に振替のため、通常例会）はありません。

夏を惜しむ マツバボタン

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 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：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報ホーム ページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

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
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) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏

クラブ例会予定 2014-2015 年度
8 /7 ガバナー補佐訪問 中村寛二様

14 休会

21 塩原信太郎

石川県赤十字血液センター所長

28 ガバナー公式訪問 永田義邦様

9/ 4 チン・ショウ君

11 竹田理琴乃 ピアニスト


