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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

点 鐘
ロータリーソング
『 それでこそロータリー 』
四つのテスト

魏賢任会長エレクト： あらためて、

こんばんは 本日は会長の代行です。緊張

しています。最近、日中関係は冷え込んで

いますが、11 月中旬に安倍総理の訪中もあるようですので

期待しています。中国の人は訪日すれば、皆日本をスキになるようです。------

ゲストの紹介 （卓話者）ピアニスト 竹田 理琴乃（たけだ りこの）様

ビジターのご紹介 石丸 恭子様 上杉 幸代様

上杉 廉様 村田 順子様

皆出席者顕彰 １６ヵ年 谷 伊津子 会員 ８ヵ年 藤閒 勘菊 会員

《 食 事 》

幹事報告/委員会報告 ．
井口千夏幹事：本日皆様にメールしましたが、9/18 理事役員会の開催します。・9/25
金沢北 RC との観月合同例会出欠確認お願いします。

・また 広島市の水害の募金お願いします。

・氷見中央ＲＣ例会場等の変更について

二木秀樹クラブ運営委員長：9/25 の例会はホテル日航 30F 借り切りです。80 名は

集めたいので家族友人も誘って下さい。会員は 7000 円(3000 円は補助）、家族友人

は 8000 円です。

ニコニコＢＯＸ ￥ 12,000- 本年度 ¥154,002- 残高¥5,604,516-
魏会長エレクト：皆さんこんばんは。竹田理琴乃様のご卓話とご演奏を楽しみにしています。

石丸会員：竹田理琴乃様ようこそ、今日は家内もきました。よろしくお願いいたします。 井口

幹事：竹田理琴乃さん本日は楽しみです。宜しくお願いします。 大路副幹事：竹田さん！素敵

な演奏楽しみにしています。 杵屋会員：今年の名月きれいでしたね。理琴乃ちゃん演奏たのし

みまいりました。よろしくお願い致します。 東海林会員：りこのちゃん今日は楽しみにしてい

ます。9/20 赤羽ホール、9/26 東京でのリサイタルがんばって下さい。 藤間会員：理琴乃さんよ

うこそ。楽しみにいたしております。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0753 2014.9.18

．

第 756 回例会

ホテル日航 3F
9/10（木) 19:00

例会出席率 20/36 55.55%
大路孝之 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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講話の時間 「ピアノ演奏」
ピアニスト 竹田 理琴乃（たけだ りこの）様

プロフィール：

全日本学生音楽コンクール全国大会小学校の部第 1 位、中学校の部第 3 位、

高校の部第 1 位。

第 82 回日本音楽コンクール第 3 位。

いしかわ国際ピアノコンクール金賞

及び聴衆賞。

All-PolishChopinFestival in Konin in
Poland 第 1 位。

現在、ポーランド国立ショパン音楽

大学 2 年在学中。

演奏曲目：ショパン

ﾋﾟｱﾉ・ｿﾅﾀ 第 2 番変ロ短調 「葬送」第 1 楽章

スケルツォ 第 4 番 ホ長調

ワルツ 第 1 番 変ホ長調 「華麗なる大円舞曲」

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。

米山トピックス
《今月のピックアップ記事》
理事会・評議員会開催報告 ― 役員改選で新理事長就任 ―

評議員会での理事選任を受けて、決議の省略による理事会（書面決議）を開催し、

以下の役員候補者が承認されました。

理 事 長 ： 小沢一彦氏（2780）
副理事長： 三井章義氏（2600）・栗林英雄氏（2740）
常務理事： 武田和夫氏（2800）・塙 東男氏（2820）・

市川伊三夫氏（2750）・若林紀男氏（2660）
名誉理事長： 板橋敏雄氏（2550）

東海林也令子先生と竹田理琴乃さん
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パストガバナーからの手紙 190 回 炭谷 亮一

ウクライナ物語～苦難の歴史～
有名なフォークソング「花はどこへ行った」は、１９５０年代末にアメリカ人のシンガーソングライター「ピ

ート・シーガー」（赤狩りを経験している）が作曲した。では、歌詞は誰の手によるものなのか？

それは、ロシアのノーベル文学賞作家の「ショーロホフ」が書いた有名な小説「静かなるドン」の中のコサック

（ロシアにもウクライナにも存在）の子守唄よりの引用である。ピーター・ポール＆マリー（PPM）やジョン・バ

エズ達は英語で歌い、そして第二次大戦時にドイツからアメリカに亡命したマレーネ・デートリッヒは、ドイツ語

で歌って世界的大ヒットとなり、１９６０年代、私の青春の頃のベトナム戦争への反戦歌の代表作となった。

さて、現在ウクライナは大混乱状態にある。ウクライナの歴史の出発点は、４～７世紀にドニエプル川沿いの中

央地帯に東スラブ人（ウクライナ人・ロシア人・ベラルーシ人）が入り、９世紀に現在のウクライナの首都キエフ

を中心にキエフ・ルーシ大公国（当時のヨーロッパでは大国）が出現してからである。このキエフ・ルーシ大公国

の直系の後継者は、ウクライナ側はウクライナだと、また、ロシア側はロシアと共に譲らず、現在も論争が続いて

いる。

その後、１３世紀初めのモンゴルの侵入によって崩壊し、これ以後ウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人に分

かれることになった。１４世紀後半、キエフ・ルーシ大公国の領地は、ポーランド・リトアニア・ハンガリーの支

配下に入った。農民はポーランド人の領主の農奴となったが、ドニエプル川下流に逃亡した農奴の集団は「ザポロ

ージェ・コサック」を形成した。

１７世紀の中頃、コサックの隊長フメリニッキー（ウクライナ史上最大の英雄と言われている）の指導のもと、

ポーランドの支配に反乱し独立を勝ち取ったが、長期的安定の為にロシア皇帝に保護を求め、結局ロシア帝国に併

合された。１９２２年ソビエト連邦の構成メンバーとなり、第二次世界対戦では、ナチスドイツに一挙に全土を占

領され、５００万人以上のウクライナ人が殺害され、徹底的に破壊、略奮が行われた。戦後、ソ連連邦内の第２の

大国としての地位を占め優遇された。

１９９１年８月４日、ソ連崩壊に伴い、ウクライナは独立を宣言し、この日が独立記念日となった。この年の１

２月１日に、ウクライナの完全独立の是非を問う国民投票が行われ、９０％が独立に賛成した。今日ロシアに併合

されたクリミア（ロシア人が過半数を占める）でも、賛成は５４％と過半数を上回った。現在も紛争中のロシア人

の多いドネック、ハルキラなどの各州でも賛成は８０％を上回った。独立後から現在に至るまで、ウクライナは多

種多様は問題をかかえて、その歩みは、まさに苦難、多難の道を歩んでいる。しかし、ウクライナは大きな潜在力

を備えている。ウクライナの重要性と将来性には大変なものがある。

その第１には、大国になりうる潜在力である。ウクライナの面積はヨーロッパではロシアに次ぐ第２位であり、

人口５０００人でフランスに匹敵する。東部はヨーロッパの鉄鉱石最大規模の産地であり、大工業地帯である。一

方西部は、「ヨーロッパの穀倉」と言われるくらい潜在力があり、バランスの取れた総合力を有しており、全ヨーロ

ッパの大国となる可能性を十分持っている。第２は地政学的重要性である。ウクライナは、西欧世界とロシア・ア

ジアを結ぶ通路であり、過去には世界地図を塗り替えた、大北方戦争、ナポレオン戦争、クリミア戦争、第一次と

第二次世界大戦の戦場となり、多くの勢力がウクライナを獲得しようとした。現在では、ウクライナがどうなるか

によって、ロシアと EU のバランス・オブ・パワーが変わる。

さて、ウクライナでは５月２５日に今後の国家の命運を決める大統領選挙を実施、結果は予想通り新興財閥のポ

ロシェンコ氏が大統領戦に勝利した。ポロシェンコ氏は EU 加盟を目標に掲げているが、プーチン、ロシアの恫喝

に抗し切れず当面 EU 加盟はなし、もちろん NATO（北大西洋条約機構）加盟などとんでもないのが現状である。

今後の政治面では、東西冷戦時代に被同盟中立主義を守って、領土と経済の主権維持に成功したフィンランドの

様に「フィンランド化」する以外に国内外の政治危機を脱する方法がないのではないかと考えている。ポロシェン

コ新大統領は、欧米とロシアとのパワー・オブ・バランスを上手に利用する以外に方法はない様である。（両陣営に

どっちつかずの状態で）

政治面と同様に危機にあるのが経済である。もうデフォルト（国家破産）寸前と言って良い。欧米陣営は IMF を

バックに協力に支援する必要性を痛感している。ウクライナのデフォルトは欧州の景気回復の足枷になるばかりか、

新興国不安をあおり、国際金融危機の再燃にもつながりかねない。そして、日本人の期待の星「アベノミクス」す

ら頓挫する可能性すら出てきた。政治面より世界にとってこちらの方が大問題かもしれない。

一方、それではロシアにウクライナを助ける財源があるかと言えば、自国民を食わせるのが精一杯であり、せい

ぜい割安な天然ガスの供給程度だろう。ウクライナのデフォルト回避に向けての抜本的方策は存在する。希望はあ

る。それは、EU との結びつきを深めて存在感を高めているポーランドを手本にすることだ。ポーランドは、外資を

受け入れることで国境を超えた汎欧州生産ネットワークに組み込まれていった。日本の製造業の進出も活発で、技

術を吸収して欧州の工場としての地位を確立した。

ウクライナが再生するには、もはやポーランド流に外資を導入する以外に道はなく、それが成功するか否かは政

治的な安定を維持し、腐敗を根絶できるかにかかっている。実は腐敗は何も政治に限ったことだけでなく、例えば

大学入試も卒業も、能力の低い学生の為の賄賂がまかり通っている様で社会全般に網紀粛正が求められる。ウクラ

イナ再生のハードルは非常に高い。しかし、ステップ・バイ・ステップで頑張るしか方法はない。最終的には同じ

東スラブ人同士であってもロシアと決別して、EU(ヨーロッパユニオン)のメンバー国になるだろう。

ロシア帝国、そしてソ連邦のもとで３００年間も長く忍従を強いられながらも、独自の文化を失わず、有為な人

材を輩出し、不撓不屈のアイデンティティーを育んできた。ウクライナとウクライナ国民に敬意を表し、エールを

送りたい。
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お知らせ
昨日 18 時半から野々市市役所

内のカメリアで小畠一馬君のト

ークショウがあり、参加してき

ました。 彼は知的障害があり、

明和養護学校を卒業しましたが、

当時の担任の先生山元加津子先

生も特別参加です。お父さん、

お母さんのご苦労はいかほどだ

ったかと想像しました。 友達:
山元 加津子さん、他 2 人

9/14 江守 巧

しいの木迎賓館で写真展
9/17（水）～ 21（日）

吉田淑子さん

宮本玲子さんら

夕暮れの金沢城 2014.9.12

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
99/11 竹田理琴乃 ピアニスト

18 佐倉 有紀 佐倉薬局 代表

25 お月見例会

10/2 藤岡 薫 NPO 法人代表

国際環境技術推進協会

地区大会は 10/4 土～ 10/5 日
10/9 地区大会振替休会

16 坂本國正 前大徳自動車学校長

23 白坂重典 日銀金沢支店長

30 布施美枝子 茶道家


