
- 1 -

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

ニュース
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 2014.10.6 3 人ノーベル賞

会長 宮永満祐美 LED の研究

点 鐘

１．国 歌 『 君が代 』

ロータリーソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．会長 挨拶 こんばんは

先日 パイロットクラブの活動の表

彰式に出席して 金沢百万石ロータリ

ー賞の授与をしてきました

パイロットクラブのイベントでは 金会員藤間会員江守

会員夫妻 そして村田会員の奥様 以前会員だった石田さんもいらっしゃして 皆さん 汗をかきかきイベントの

ご用意をしていらっしゃった姿を見て 素晴らしいと思いました お疲れ様でございました

絵の審査をなさった先生のお話では 皆さんは 「うまく書こうという 思いがない」

「自分の気持ちを絵にぶつけている すばらしい」 としいうことでした。

イベントに参加して 本当にそうおだなぁ うまく 何かをしようということではなく 自分が何を伝えたいか

だなぁ と感じて帰ってきました

今月は 職業奉仕月間です うまく 何かをしよう かっこよく しようということでなく お客様に 何がお

役に立つか どのようにしたいの か というのも 大変大事だと、あたり前のことかもしれませんが 大切だ

と感じました 本日のゲストの藤岡様からも 貴重なお話を楽しみにしております

ゲストのご紹介

（卓話者）ＮＰＯ法人 国際環境技術推進協会 代表理事 藤岡 薫（ふじおか かおる）様

今月の誕生者の紹介：10/6 生まれ

藤間 勘菊会員

皆出席者顕彰

１カ年 東海林 也令子 会員

７カ年 宮永 満祐美 会長

《 食 事 》

幹事、委員会報告：
大路孝之副幹事： ① 10/4,5 の地区大会の件、 10/4 は会長幹事、及び指導者 10/5 は会員も

13 時より 高岡市民会館にて 18：～ 20：の懇親会はホテルニューオータニ高岡です。内容

がご不明な場合は事務局までお願いします。

②永田義邦ガバナーよりですが、廣島の災害義援金が 2610 地区で 2,273,525 円集まりました。そ

のうち金沢百万石 RC は 50,000 円でした。

③北陸財務局よりの至急の講演会のお知らせ。10/7（火）日本の財政 国際管理について です
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が 10/3 までにお申し込みを

④野々市 RC 創立 35 周年記念例会が 10/22（水）金沢国際ホテルにて pm2:30 よりあります。 参加ご希望の方はこ

の例会終了後事務局 西村有里さんまで

江守道子国際奉仕委員：

パイロットクラブから「クリス

マスチャリティーコンサート」の

ご案内。

１２月９日（火）午後７時開演

石川県立音楽堂交流ホールにて。出演は藤舎眞衣

さんによる横笛やハープの上田智子さん、稲山会員

によるのこぎり演奏など。チケット前売は２千円。

ニコニコＢＯＸ
￥ 14,000- 本年度￥ 195,002- 残高￥ 5,611,947

宮永会長：藤岡様 本日はようこそ。グローバルなお話を楽しみにしています。

武藤会員：藤岡さん 本日は金沢百万石ＲＣにようこそ。卓話よろしくお願いします。

講話の時間 『 経験上の海外との関わり～ニューヨークからみた～ 』
ＮＰＯ法人 国際環境技術推進協会 代表理事 藤 岡 薫（ふじおか かおる） 様

藤岡 薫 氏 プロフィール
1952 年生まれ 米国ニュージャージー州在住 滞米 37 年

メトロポリタン生命保険会社、メリルリンチ証券会社勤務を経て、現在、ニュー 2007 年よ

り地元、石川県金沢市のバス会社、（株）冨士交通代表取締役会長兼務

世界各国 (中国、フィリピン、マレーシア、インド、ロシア、コロンビアなど） の投資

案件に関わった経験を 日本の中小企業に生かすべく、また必要とされる環境問題解決に寄

与すべく、社会貢献、中小企業活性化を目指してこの NPO を設立する。

講話：（大意）39 年ばかり米国に滞在し、興味あった事も沢山ありました。松井秀喜を盛り

上げる事、野茂と松井のマネージメントをした女性の感想、やりやすい野茂、やりにくい松

井の話、土井さん、安宅さん 日航の役員の人とニューヨークに石川県人会をつくったはなし、フィリピン、イン

ド、ロシア、中国とビジネスを展開してきたが、日本人の自分では許可おりなかったのに、中国人の夫人がしたら

うまく行った話。パネルディスカッションでは日本人の英語は本当に理解されないで、通訳を介してして日本語で

はじめから話した方が良く理解してくれたと言う話など。日本特有な連帯保証制度、政治家に対しての厳しい民意、

アルコールを飲んで醜態を見せたら失格、給料の殆どない（年俸１ドル）市長、行動や、謝罪が遅いと失格なのど

厳しい米国民の目について色々例を挙げてはなされました。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 194 回 炭谷 亮一

日本人はなぜノーベル経済学賞を受賞出来ないのか
ノーベル経済学賞は、スウェーデンの中央銀行が創立３００年を迎えたことを記念して、１９６９年に創設された。

経済学賞はノーベルの遺言ではない為、ノーベル家の子孫が経済学賞を廃止せよと主張しているが、賞金はノーベ

ル財団から出ているわけではない為、今後も存続するものと思われる。物理、化学そして医学の分野ならば、発明、

発見そして業績の画期性をかなり客観的に評価できるので問題はないが、経済学は近年数式を多用するようになり、

かなり科学としての形態を整えて来たといえる（以前はおとぎ話と嘲笑された時期もあった）。それでも経済学は政

治や思想とも絡んでいるので、何が正しいかということを客観的に決めるのが容易ではない。つまり科学的検証に

よって証明出来るという学問ではない。

上述したように、経済学はある意味おとぎ話のような一面を持っているということは否めない。政治や思想との関

係でいえば、ごく最近の一時期、市場原理に委ね小さな政府を主張する「新自由主義」と表現され、金融工学派生

商品を金融市場に投入して博打場のようにしたシカゴ学派の受賞が続いたが、直近ではこの傾向が薄らいできてい

る。ただし、マルクス経済学の一派からは唯の一人も受賞者は出ていない。

最近の受賞者の傾向として、新しい分析方法を開発したり、技術的な分野で画期的な研究をした人が受賞している。

（ゲーム理論、統計の時系列分析、経済心理学の分析方法、情報理論による経済の新しい解釈）

ノーベル経済学賞が創設されて４０年が経過したが、日本人は他の分野で多数の受賞者がいるのに、経済学におい

てはまだ一人の受賞者もいない。一方、アメリカ人が７割を占めている（多くはユダヤ系アメリカ人）。何故日本人

が経済学賞を受賞出来なかったのか検証を試みた。

第一点として、経済学という学問の主たる理論、つまり本幹はすべて欧米の輸入学問で、今日までメイドインジャ
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パンは枝葉末節の経済理論のみであった。つまり日本の経済学の学徒は、古典主義の経済学の祖、アダム・スミス

に始まり、カール・マルクス、ジョンメーナード・ケインズ、シュンペーター、ポール・サミュエルソン、ミルト

ン・フリードマン等、経済学の巨人達の理論を学び研究した。その上戦前の日本には、科学的思考の経済学など一

切存在しなかった。その証拠にＧＤＰ（国内総生産）等の統計の数値など存在しなかった。（こんな幼稚な経済知識

でよくもアメリカと戦争したものだ）

第二点として、経済学は数学をある程度使うとはいえ、自然科学系に比べれば、言葉で勝負する学問といえる。そ

こで、国際的な論文は英語で書かざるを得ず、日本人には英語がハンデとなっている。日本語でいかに秀逸な論文

を書こうともノーベル賞の選考委員には届かない。

第三点として、日本が高度成長期の日本経済絶好調の頃に優れた論文があれば、世界も注目してくれたであろうが、

今日のやや落ち目の経済状態では注目は集められない。

結論として、今日の世界経済は資本主義、市場経済の下にあり、世界経済をいかに牽引するか、好調な経済をいか

に存続させるか、さらにはいかに発展させられるかが重要であり、経済学は世界一の経済大国、資本主義の権化と

もいえるアメリカの経済学者たちの独壇場であることに間違いない。日本よりはむしろ中国、インドといった経済

発展がさらに見こめる国から受賞者が出る可能性は高い。（インドのアマルテリア・センハーバード大教授はすでに

受賞している）

日本もアベノミクスによって、アメリカにキャッチ・アップ出来る

位置にまで経済再生出来れば、日本人の受賞チャンスもあるのでは

と考えている。今日、日本で活躍しているエコノミストの内、学部

は理系を卒業した後に、経済学に転向したエコノ

ミストの中に科学的思考を身につけた、優れたエ

コノミストが見受けられる。私はこれらの人達の

中から、ノーベル経済学賞受賞者が現れるのでは

と期待している。１０月にノーベル賞受賞者の発

表があるが、果たして日本人は入っているか？

10/6 の月蝕

クラブ例会予定 2014-2015 年度
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

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
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地区大会アルバム 2014.10.5 高岡市民会館

石井隆一富山県知事 本多剛治大会実行委員長

RI 会長代理 洪 學樑 様 御家族

永田義邦ガバナー RI 会長代理 洪學樑様 藤田益一高岡 RC 会長

米山奨学生

国際交換高校生
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－－懇 親 会－－

谷伊津子

地区社会奉仕委員長

ロータリー希望の風 奨学金募金

田中作次 2012-13RI会長の講演

劇 大友家持 現代の高岡にあらわれた

次期地区大会は
白山 RCにて
高畠正光実行委員長


