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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
１．ロータリーソング 『 奉仕の理想 』
２．四つのテスト
３．金沢百万石 RC 宮永 満祐美会長 こん

ばんは 北クラブの皆さま ようこそ また ご家族

の方、以前お仲間だった方

私はロータリーに入ったきっかけ

が 北クラブの清水さんからのお

さそいでした。創立の時をさかのぼりますと、チャーターナイトといった 創立の例会時も大

変 北クラブの皆さまにお世話になりました。そして 私が SAA やニコニコボックスの担当を

している時、よくメーキャップにお越しいただいた 北クラブの会員さんに SAA とは か

ニコニコボックスの読み方など、噛み砕いて 教えていただいたことを 覚えております。

また 今期に入りまして 事務局の交代時には 広沢さんにもご協力いただいて、親クラブの

ありがたさ をつくづく 感じております。自由奔放な子供ではありますが、盆暮れに実家に

帰るような感じで 合同例会をさせていただければ 親孝行ができるのでは 存じます。中秋の月の日に合わせる

ことができなかった上に、あいにくの天気!!
ただ 担当の二木会員が 素敵なお月様のしつらいをしてくれました。

私は依然 狂言を習っており 下手なあいさつより 月にうさぎの一分間狂言を

添えようと 思っておりました 昨日やってみましたら 声はでない 息が上がるでお恥ずかしく お見せでき

ないと断念しました。しかし、テーブルナプキンが うさぎになっており これもありがたいことでした。

雨のあとは 夜景も格別とのことです。

北の皆さま そして 私たちのクラブの皆さん どうぞ 今日は 楽しいお時間をお過ごしく

ださい。簡単ですが 歓迎の言葉とさせていただきます。

金沢北 RC 吉井 清会長 すてきな挨拶を宮永会長から頂き、ありがとうございまし

た。北 RC は親クラブと言いますが、そろそろ追い越されそうです。活発な百万石 RC ですし、

お茶の仲間もいます。利休は一期一会を大切にと言っています。この言葉は本当は井伊直弼が

言いまして、お茶会へお客がお帰りなっても、そそくさとかたづける事なく其の帰り道を案じ

ながらもう一服飲む程の気持ちが必要であるといわれています。本日もは皆を送り出しても会

長さんは幹事さんとワイン１グラスあけるくらいのゆとりが良いと思います。又 今夜はお月
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第 757 回 お月見合同例会

金沢北 金沢百万石

ホテル日航 30F
9/25（木) 19:00~21.00

例会出席率 24/36 66.66 ％

金沢北 RC 28 名出席（内同伴者等５名）

金沢百万石 RC 31 名出席（内同伴者等７名）
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様まで用意して頂き、窓の下の夜景も素晴らしく、今日はゆっくりみなおして楽しませていただきます。

ニコニコＢＯＸ ¥20,000- 本年度¥181,002- 残高¥5597,947
北ＲＣ吉井会長・佐賀幹事：観月会におまねきいただきありがとうございます。

宮永会長：北クラブの皆様、ご家族の方、本日はようこそ。ゆっくりお楽しみ下さいませ。

石丸会員：本日は北ＲＣとの合同例会。久しぶりの皆様のあえてうれしく思います。

井口幹事：北ＲＣの皆様本日は合同例会にようこそ。観月会楽しみましょう。

上杉会員：ようこそ、親クラブの皆様。楽しみにお待ちしていました。

魏会長エレクト：皆さんこんばんは。楽しい合同例会になりように心より祈念しています。

杵屋会員：北会員：ロータリークラブの皆様との合同例会、たのしい一時となりますよう。

炭谷会員：親クラブの皆様、今夜はともにエンジョイしましょう。

二木会員：北クラブの皆様ようこそ。百万石は少人数でがんばっています。これからもよろしく。

藤間会員：親クラブの皆様ようこそ。今夜は素晴らしいお月見になります。

５．乾 杯 金沢百万石ＲＣ 会員 石丸 幹夫

私は金沢北クラブに 20 年いて、いま金沢百万石クラブに 17 年在籍していますが

皆様に会えて とても楽しみです。

《 食 事・懇 談 》

ウサギ折りにしたナプキン

井口千夏幹事：皆さまの記

念写真をテーブル毎に摂りま

すのでよろしくお願いします。

会長席のテーブル

６． 閉会挨拶 魏 賢任 金沢百万石 RC 会長ｴﾚｸﾄ： 今日は楽しい例会でした。

皆様がお月さんです。ありがとうございました。
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７．ロータリーソング 『手に手つないで』

金沢北 RC 勝田 浩之会長

エレクト 点 鐘

皆で記念撮影

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。

パストガバナーからの手紙 192回 炭谷 亮一

日本版火星移住計画

政府は７月に火星探査と月面への５年後の着陸計画を発表した。世界の宇宙開発競争に日本は乗り遅れるなとば

かり政府も本腰を入れ出した感がある。大変良い方向性だと考えている。

では、世界の宇宙先進国は今なぜ、アメリカがかつて１９７０年代に盛んに就きに実際に人間を送り込んで月探

査を行い、８０年代以降は停滞し、近年再び活発化してきたかと言えば、月には大量の天然資源が存在し、その獲

得に向けて発言権を確保する狙いがある。（オレの物だとツバをつける）

特に未来永遠の夢のエネルギーと言われている、核融合発電の材料に使えるヘリウム３が大量に存在することが確

認されている。更には、日米欧などは火星や小惑星への有人探査を検討中で、その前段階として月探査を位置付け

ている。持論として、日本は実際に人間が月に行かずとも、月面探査機と日本のお家芸とも言える、よりブラッシ

ュアップしたロボット（ほとんど人間の能力に近い）を送る技術を獲得、習熟する必要がある。

日本の宇宙開発、宇宙探査の究極の目的はアメリカと同様に日本人の火星への移住である。７月１０日の当クラブ

会報で述べた様に、数十億年後には太陽そのものも巨大化し、現在の月近くまで拡大膨張し、水星、金星はもちろ
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ん消滅、当然地球は平均４００℃以上の灼熱地獄となり地球生命体は完全消滅する。

現在の地球温暖化の原因は、二酸化炭素の増加の様であるが、数百年後、数千年後には太陽光の光度増加による地

球温暖化の傾向が顕在化し、しかも右肩上がりに温暖化が進行する。日本もようやくアメリカの先見性を見習い人

類消滅以前に火星への移住を計画するに至った様だ。

人類が現実に地球脱出の必要性に迫られた時点で、アメリカに「日米安保」の関係だから日本人も是非火星へ移住

させて欲しいとの申し入れに対して、返答は“Do it by your self”であろう。アメリカ人だからと言って、すべて火
星に移住可能とは限らない。火星での生活に必要不可欠な人間は、たとえ日本人であろうと移住できる。他はアメ

リカらしくお金次第ではないだろうか。私の考えでは、１兆円以上出せる人達は優先的に移住できるのではないだ

ろうか。（地獄の沙汰も金次第）ジョーダンはこれくらいにしておこう。

火星以外に太陽系の惑星の中で地球と同様、岩石で出来ている惑星は他に存在しない。他はガスの塊である。都合

の良いことに、現在の火星の平均気温は－６５℃であるが、太陽の光量の増加に伴い、火星の平均気温は数億年後

には１０℃前後になるのではないかと推測できる。さらに都合の良いことに、火星の北極、南極に水と二酸化炭素

からなる「極冠」があり、地球の海に匹敵する量の水が地中に含まれている可能性が高い。

つまり火星の気候温暖化に伴い、人間の活動に不可欠な水が容易に入手出来、人類は火星に移住し生活できること

がはっきりしてきた。火星で日本人の為の居住空間を建設する為に、前述のメードインジャパンのほとんど人間と

同じ知能と運動能力を持つロボットが、大量に何千年～何千万年の間、火星を地球化する為に投入される。さらに

未来の科学技術の発達により、火星の環境そのものを地球に似た環境に変える「テラフォーミング」など、様々な

アイディアも検討されている。放射線防護の為の宇宙服など着なくても、現在の地球とまったく同じ環境が整えら

れるだろう。

火星は、おおよそ２年２ヶ月ごとに地球に接近する為、そのチャンスを生かしてこれまで数々の探査機を送り込ん

できた。現在のところ火星まで約９ヶ月かかっているが、多数の人間を火星に送り込む為には、光速に近いスピー

ドで少なくとも一度に１０００人くらいが２～３日間で火星に到達出来るロケットの開発が必要となってくる。日

本政府よ、JAXA よ、火星移住計画はアメリカに頼ってはいけない。独自の科学技術で移住するという強い決意と
覚悟が必要である。

お知らせ

“金澤町家巡遊 2014”について 金

澤町家を巡り、楽しみながら町家を体験でき

るイベント“金澤町家巡遊”が、開催中です。

今年は、笠市郵便局向かいにある紙谷魚網店

を中心に、町家ツアー、町家レクチャー、町

家ワークショップなどが行われている。

メイン会場の紙谷魚網店は明治 21年の建築、1
階は当初の姿を良く残し、2 階は昭和初期に
改修して凝った造りとなっている。特に 2 階
座敷の書院は、桂離宮新御殿一の間上段付書

院のデザインの写しとするなど、造作に極めて手の込んだ仕事が見

られる。

またこの近くにあり、私もスタッフとして建物を解説した徳田秋聲ゆか

りの町家（瓢箪町）は、現在売りに出されており、買い手が付かない場

合は解体されることに決まっている。秋聲の異母兄・正田順太郎の旧宅

で、秋聲がよく出入りし

ていたため、小説にも頻

繁に描写されている建物。

なんとももったいないの

で、引き取り手を捜して

います。ご興味ある方は

武藤までご連絡下さい。

武藤清秀

開催日：9 月 20 日（土）～ 28 日（日） 10：00 ～ 17：00 住所
：金沢市笠市町 10-1 紙谷魚網店 笠市郵便局前

主催：ＮＰＯ法人金澤町家研究会 http://kanazawa-machiya.net

武藤清秀秋聲の異母兄・正田順太郎の旧宅（瓢箪町）
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会員消息
シューベルト氏らと再会

9/26（金）東京のサントリーホールでの演奏を終えた

ゲラルト シューベルト氏とアレキサンダー スタイン

バーガー氏を迎えて、赤坂の加賀料亭 浅田にて懇親の

場を持ちました。

お二人とウイーンフィルハーモニーのバイオリニスト

です。 シューベルト氏は百万石 RC へ来られた事もあ

り、私も６回ほどメイクアップしたウイーンリンク RC
の会員です。

当 夜 は 料

亭 浅 田 の

奥 様 （ 写

真 左 端 ）

に 大 変 お

世話になりました。ご主人は かって金沢北クラブ会員であった浅田

豊久氏（現在東京六本木 RC）です。 石丸幹夫

※ 会員消息の記事写真をお願いします。

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


