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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 『 我等の生業 』

四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶： こんばんは

先週は 愛知県の電話応対コンクー

ルの審査委員長を担当したために お休

みいたしました。会長エレクトはじめ 皆様のご協力あり

がとうございます

例会はとても久しぶりですが 昨日は野々市 RC の三十五周年記念例会に 幹事とともに行ってまいりました

他のクラブの会長さんとはよくお会いしますが 皆さんとはしても お久しぶりな感じを受けます

本日は 電話応対コンクール 今年で 60 年になるそうですが もともとは 電話局の交換手の応対の向上を目

指していたようですが 途中から 電話を使っているお客様企業の応対を競うコンクールとなりました。

今年 金沢で大路会員の歌劇座で 全国大会が行われます

問題は決まっていて 今年は 株式会社まつい お客様の名前は 前田利様 ということで、九谷焼の焼酎サーバ

ーの問合せという設定で ご当地の雰囲気を出した問題を 全国の方に考えていただきます そのようなことで

地域おこしにもなっているのかなかぁ と思います。ちなみに 代表者は 今年 のと共栄信用金庫様 佐川急便

の方が代表です

先日も愛知に伺ったとき 金沢の観光地はどこがよいか お酒は何がいいのか いろいろ聞かれました 楽し

みにしていらっしゃる方が多いようです。

愛知県の審査委員長の講評をいたしましたが、最後には 沢山お越しいただき お金を沢山落としていってくださ

いと ちゃっかり 金沢をピーアールしてきました

ということで 11 月にまた全国大会のためにお休みいたしますが よろしくお願いします

ゲストのご紹介 〔卓話者〕日本銀行金沢支店 支店長 白塚重典 様
ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》
幹事、委員会報告：

井口千夏幹事： ・本日例会終了後、理事役員会を開催いたしますので、理事役員の方のご
出席をお願いいたします。
・来週の例会は茶道家 布施美枝子様による卓話の中でお抹茶・お菓子等のご用意をいた
します。そのためご出欠について回覧いたしますので、ご記入くださいますようお願いい
たします。

ニコニコＢＯＸ ￥ 10,000- 本年度￥ 203,002- 残高￥ 5,639,947-
宮永会長：先週お休みしました。白塚様 卓話をたのしみにしております。

井口幹事：白塚支店長 本日はようこそ百万石へ 卓話宜しくお願いします。

上杉会員：白塚支店長 ようこそおいで下さいました。お話楽しみにしております。

木場会員：白塚様 今日の卓話楽しみにきかせていただきます。李暁燕（り・ぎょうえん）さ

んから電話で今九州大学の先生をしていて御主人・小学５年のお嬢さんと福岡で暮らしていま

す。皆様によろしくとのことです。

炭谷会員：今 長女の結婚式でホノルルにいます。明日帰国します。では来週お会いしましょう。
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野城会員：皆様こんばんは 用事が重なり出席出来ず久し振りです。

藤間会員：白塚様ようこそ 卓話たのしみにいたしてます。

講話の時間 『お金の話』
日本銀行金沢支店 支店長 白塚 重典（しらつか しげのり） 様

経歴:1965 埼玉県生まれ、慶大卒、日銀では 主としてエコノミスト、

講話： 身近にあるお金、そしてニュースなどでよく見聞きする日銀。ただ、なぜ日本の中央

銀行である日銀がお金を発行しているのかという素朴な疑問にどう答えればよいか、実は意外と難

しいことかもしれない。今日の卓話では、お金と中央銀行の関係について考えたうえで、日銀の金

融政策は何をやっているのか、そして金融政策を含めたアベノミクスのもとで日本経済がデフレ脱却に向けて進ん

でいるのか、お金を巡る雑学をはさみつつ、わかりやすく解説します。
日銀は日本の中央銀行、資本金１億円。従業員約 5,000人。1882年明治 15年本店が東京永代橋の袂に設立されま

した。1896年明治 29年に徳川幕府の金座（金貨製造所）へ後に移転（現在の日本橋）。
古代中国のお金は貝貨で、お金に関する漢字は貝がつくものが多い、例えば貨、貯、費、

財、買等である。

日本銀行の目的はお金の価値が安定していること（物価の安定、）、お金が必要な所に行

き渡ること（金融システムの安定）で人々が安心し

てお金が使える様になる事です。

デフレ脱却：日本のデフレはお金の巡りの悪い恒常

的な低体温症です。支出活動の先送り。景気停滞長

期化。

アベノミクス： 安倍首相が行っているアベノミ

クスは３本の大きな政策が軸となっています。

それは「金融政策」「財政政策」「民間の成長戦略」

の３つであり、俗に３本の矢とも言われています

１大胆な金融政策 金融政策として行われているのは「金融緩和」です。

金融緩和と言うのは市場で出回るお金を増加させてお金を循環させる政策

です。

２機動的な財政政策 アベノミクスでは公共事業費を増やして経済を活性化

させようとしています。

３民間を元気にする成長戦略 成長戦略とは民間企業がどんどん商売できる

ようにお膳立てすることです。 具体的には規制緩和による今まで企業の発

展を阻害してきたものの除去と、 成長分野のベンチャー企業に対する補助

金の増額です。 ＴＰＰへの参加もこの成長戦略の一環と言われています。

この成長戦略こそが３本の矢の本丸であり、ここが成功しないと再び経済が

低迷すると言われています

1997年の消費税率引き上げの影響は景気の悪化の長期化でした。
雑学：

円の由来 円の誕生は明治４年、両から圓になる。 其の名称の由来は不明。清朝時代に国際的に流通していた西

欧諸国の円形銀貨から幕末の頃、日本では両を圓と呼ぶ習慣が成立していた。

お札の一生 国立印刷局で新札が出来、お札の平均寿命は千円と５千円は１～２年、１万円は４～５年。

お札の流通量 ２０１３年末時点では９０．１兆円（146.7億枚）積み重ねると約 1,467km 横に並べると約 227万 km
お札と硬貨 大体主要国は銀行券の発行主体は中央銀行であり、 貨幣は政府。

損傷した銀行券 引き換え条件は 面積が 2/3以上は全額、2/5以上 2/3未満は半額、2/5未満は失効。
銀行券の偽造防止技術。についての説明がありました。

点 鐘
パストガバナーからの手紙 196回 炭谷 亮一

フィールズ賞とグレゴリー・ペレルマン

８月に、４年に１度の数学のノーベル賞といわれているフィールズ賞に、イラン出身の女性ではじめての受賞者

となる、マリアム・ミルザニ、スタンファード大学教授ら４人が選出された。

１９３６年に設立されたこの賞、現在までの受賞者５７名のうち３名が日本人である（小平邦彦、広中平祐、森

重文）。この賞の最大の特徴は、受賞資格が４０歳以下の研究者に限られる点である。フィールズ賞の歴史の中で、

１００年間未解決だった「ポアンカレ予想」の難問を解き、２００６年のフィールズ賞が決まったロシア人数学者、

グレゴリー・ペレルマンが、その受け取りを拒否した「事件」は記憶に新しい。その理由として「自分の証明が正

しければ賞は必要ない」であった。その４年後の、クレイ数学研究所のミレニアム賞と副賞１００万ドルの受け取
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りも拒否した。

私は過去に２６１０地区のガバナーマンスリーに「ポアンカレ予想とマルチバース」の一文を掲載し、その中で

受け取り拒否の理由として「ポアンカレ予想は一つの宇宙（ユニバース）を前提としている為、現在有力視されて

いる多数の宇宙（マルチバース）では根底からすべて覆る為、ポアンカレ予想を解いても何ら意味をなさない」為

と。また、私の友人のイギリス人は｢ペレルマンは自閉症の為、数学と森でキノコ採り以外に興味がない｣為と。二

つの説を紹介した。この二つの説は、どちらも的を得ていないようである。真相に迫ってみよう！！

ペレルマンはユダヤ人である。１９７０年代のソビエト連邦ではユダヤ人は抑圧されており、ソビエト社会はユ

ダヤ人にとっては不条理であり、有能なユダヤ人を社会の中でなるべく目立たせないようにするとの公式な教育方

針が存在した。実際、当時のソビエトでは多くの大学が、ユダヤ人に対して厳しい入学制限枠を定めていた。大学

によっては、入学志望者の血縁にユダヤ人が潜んでいないか、親戚にまで洗い出して調査する程だった（ちなみに

現在のロシアの大学では半数は正規入学、残り半数はコネとワイロだそうである）。

ペレルマンが１６歳のときに、国際数学オリンピックで満点を取り、金メダルを受賞した背景に、こうした時代

の陰鬱な空気があり、ペレルマンにとってどうしても金メダルを取り、当局に邪魔されずにロシアの大学に入学す

る必要に迫られていた。国際数学オリンピックの結果に自身の未来がかかっていたのであった。ある意味、彼にと

っては苦い想い出なのかもしれない。その後、ペレルマンはソビエト社会の不条理を払拭する為に、嘘や誤魔化し

のない数学の世界に安住の場を見つけ、｢ポアンカレ予想｣の研究に没頭した。有名になったのち、世界中の大学が

こぞって彼を広告塔にかつぎ出そうとしたり、彼の論文をろくに理解できない数学者が、さも偉そうなコメントに

苛立ちと、彼の中で唯一信じていた数学の世界の人々に、裏切られた気持ちだったのだろう。彼にとっては地位も

名誉もお金も要らない、数学の難問と向き合っていたい、ただそれだけだったのだろう。次なる難問｢ ABC 予想｣も

しくは｢リーマン予想｣に向き合っているペレルマンの生き生きとした姿が目に浮かんでくる。

ところで、２０１２年９月に現代数学の難問でもっとも重要といわれている整数理論である上記の｢ ABC 予想｣を

証明する論文を、望月新一京大教授がインターネットで公開した。この論文によって、解決に約３５０年かかった｢フ

ェルマーの最終定理｣も一気に証明できてしまうことから、欧米のメディアも｢驚異的な偉業になるだろう｣と興奮気

味に報じている。

科学誌ネイチャーによれば、望月論文はほとんどの数学者が理解出来ていない新たな数学的手法を開発し、それ

を駆使して証明を展開している。その為｢論文の正しさを判定する、査読には時間がかかるだろう｣といっている。

望月教授は米プリンストン大数学科を１９歳で卒業、３０歳代で京大教授に就いているが、現在４５歳でフィール

ズ賞の受賞資格はない。残念！！

ABC 予想の例

三つの自然数 A、B、C で A ＋ B ＝ C A と B は互いに素（１以外の共通の約数がない）

A、B、C それぞれの素因数をすべてかけた数をｒ（ABC）とする

ｒ（ABC）² ＞ C が常に成り立つ

金沢百万石ロータリークラブ理事役員会（議事録）

開催日時 ２０１４年１０月２３日（木）、２０：００から 場 所 ホテル日航金沢

議 事 録

（１）指名委員会の発足について

構成員は、前期、今期、次期、次次期の役員のうち、各期の会長、幹事で構成する旨をクラブ内規で規定すること

を決定した。そこで、今回の指名委員会の構成員は、下記の８人となった。

（記）

・前会長・幹事 （野城、上杉） ・現会長・幹事 （宮永、井口） ・次期会長・幹事 （魏、 大路）

・次次期会長・幹事（若狭、武藤）

（２） クラブ内規について

例会の皆出席者に対する表彰についての運用をきちっとするため、内規で規定する旨を決定した。表彰対象者は、

１年、３年、５年（ルビー）、１０年（ダイヤ）、１５年（サファイア）とする。

なお、出席扱いについては弾力的な運用をすることとした。委員会やクラブ行事への出席や、米山奨学生卓話にか

かる随行等については本人の申告にもとづき、出席扱いとする旨を決定した。

（３）高崎ロータリークラブとの交流について

交流の日程について、４月４日（土）、５日（日）の両日、高崎の方に行くがまだ未決定であるが、５月２３日（土）、

２４日（日）には高崎ロータリークラブを金沢に迎えることになった。

参加者については、金沢百万石ロータリークラブ OB および８ RC にも参加を呼びかけることとした。 ５月、金沢

に迎えるときの宴会会場の選定は、金さんに依頼した。

（１）米山奨学生卓話にかかる随行カウンセラーの例会費（ニコニコ）について 今まで、カウンセラー負担で

行ってきたが、これからは３，０００円をクラブから支給することを決定した。議事録作成者 大路 孝之
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谷伊津子地区社会奉仕委員長より

茶の湯 について
ともすれば古くさく、

煩雑に見える動作も自

然の理にかなっていま

す。相手を思いやる心

の真髄が茶の湯です。

細かい作法や道具は実

際経験しなければわか

りませんが、現代人の

洗練されたコミュニケ

ーションのための運転

免許の様なものです。

身につけばかたぐるし

い事はありません。10/30 は布施美枝子様を迎えて、茶道の説明
を受けて体験したいと思います。心得を知っているだけでも大

変有益であると思います。

写真家 北奥耕一郎氏（前京都北東 RC会員）提供の素晴らしい羽咋千里浜の落日 （無断使用禁止）

正客

次客

三客

四客

右 足お詰

10/25 日ガバナー事務所で行われた「希望の風奨
学金」

贈呈式の写真 谷伊津子地区社会奉仕委員長

より
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郭じゅんさんからのメール
以下、藤間さんより転送いただいた郭じゅんさんからのメールのやりとりです。

米山記念奨学会から誕生祝いがおくられました。

Subject: Fw:Re: Birthday Wishes to Rotary Yoneyama Scholars/Alumni
2014-10-14 20:00 GMT-07:00 Rotary Yoneyama Memorial Foundation <alumni@rotary-yoneyama.or.jp>:
Dear Ms.GUO, CHUN (Scholar's No.16704)

Happy Birthday! Hope this year brings you a lot of happiness and good health.

We always look forward to hearing from you.
Please share your recent news with us. If you have any good related pictures, please attach some with
the reply.
We may introduce them in our monthly newsletter, official Rotary magazine, our facebook or website.

If you have changed your e-mail address, the place you live or work, please update your contact
information by clicking the following URL:
https://rotary-yoneyama.secure.force.com/siwlogin

*** Please input your Scholar's number stated following your name on the top of this e-mail, and your
date of birth for the authentication.
Rest assured all the input information will be transmitted via a secure server.
Sincerely,

from all the staff members of Rotary Yoneyama Memorial Foundation

（訳文）お誕生日おめでとうございます！今年が幸せで健康な年でありますように。 また、あなたの近況をぜひ

お知らせください。もし、関係する写真がありましたら、返信に添付してくださると嬉しいです。当会のニュース

レターやロータリーの地域雑誌、当会の facebookページやホームページなどで紹介させていただくこともございま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。メールアドレス・住所・勤務先等の変更連絡は、こちらから入力して

ください。

→ https://rotary-yoneyama.secure.force.com/siwlogin
※認証のために、このメールのあなたのお名前の隣に書かれている Scholar's Numberと生年月日を入力してくださ

い。入力された情報は、暗号化されて安全に送信されます。公益財団法人ロータリー米山記念奨学会スタッフ一同

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ

誕生日祝いありがとうございます。留学生の郭じゅんです。今アメリカのサンディエゴに交

換留学中で、来年の３月末に日本に戻る予定となっています。

ロータリーの奨学金のおかげで、大変充実した一年の学生生活を過ごした。東京大学に進学

できたのも、その後アメリカに留学する機会に恵まれたのも自分が当時所属した百万石クラブ

の支援は欠かせなかったと思います。

これから日本で仕事も始まる可能性が高いので、引き続きロータリーとのつながりを深めて

いきたいのです。

ロータリー米山記念奨学会のますますのご発展をお祈りします。 郭じゅん

藤間さんへ

こんにちは。秋に入り、徐々に気温が下がっていくと思いますが、最近お元気ですか。私は今新学期がはじまり、

一生懸命勉学と生活になれるよう頑張っています。サンディエゴの天気が大変恵まれて毎日晴れています。

先日お会いした時、ロータリーの人が今年サンディエゴに訪問する件があるそうです。少し関心がありますので、

もし詳しい情報があれば、教えていただきたいのです。

それに、ロータリークラブの皆さんにもよろしくお伝えいただければと思います。 郭じゅん

藤間勘菊会員より 2014-10-15 11:08 GMT-07:00 "><fujima.ka.3@docomo.ne.jp>:
お元気そうで何よりですサンディエゴはロータリーや私の所属している知的障害者を支援するボランティアのパイ

ロットクラブの指導者の研修がそこでありますロータリーはガバナーエレクトの時パイロットは会長になってから

そこで研修を受けます 次期ガバナーの 研修は１月か２月頃だと思います 炭谷先生も奥様と一緒にサンディエゴ

で研修を受けられました・ ・ ・ ・とても良いところだとお聞きしました今度逢うとき

サンディエゴの話を聞かせて下さい 風邪をひかない様にお腹をこわさないよいに気を付けてください・ ・ ・ ・

藤間かんぎく

藤間さんへ 返信ありがとうございます。炭谷さんとお会いできなかったことに残念ですが、日本に戻ったら皆さん

にサンディエゴのことを詳しく報告します。 郭じゅん
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地域発展委員会と言う事 ロータリークラブは社会奉仕として、地域の発展の為に色々提言する必要もあります。

金沢市の交通について

高齢になって感じることは自動車なしではかなり不便な金沢市である。 幸い近江町市場やデパートまで歩いて

１５分であるが、年取った家内には食料品を買って持ち帰るにはかなり体力がいるらしい。時々、スーパーやホー

ムセンターへの車の運転を頼まれる。私にとってはそのために高齢者の免許証がまだ必要なのである。

ある方が「本当に街中から何とか屋が消えてしまい淋しい。街中駐車場だらけになってしまった。みっともない

ことだ。浅野川線の電車を金沢駅で地下にいれ、市内を走らせ繁華街活性をはかろうと思っていたが市議会にも無

視されつづけていた。」と最近いわれたが、本当にそうだと思う。パソコン屋、ホームセンター、スーパー、電気屋、

書店、病院など、中心街にはほとんどない。皆自家用車族の為の配置である。また 家族そろっての外食は自家用

車で郊外のレストランへ 、これでは街の商店街はさびれる一方である。ヨーロッパのいくつかの都市で交通機関を

見てきたが、狭い道でも上手にトラムが走っていて、街中心の繁華街

へ郊外からうまく人を運んでいる。 金沢市の中心街の賑わいはこの

交通行政にかかっているのに、これまで全くマスタープランが示され

ていなかった。あっても街の中心部をさけて車をとばす自動車道路ば

かりで、住宅団地の配置も無計画であった。まず浅野川線と石川線の

電車を武蔵が辻、片町経由で結ぶこと、鉄道の駅の増設と駅前の団地

開発をする。在来線の倶利伽羅から大聖寺までもっと駅を増やす。で

きれば、その電車が金沢市の繁華街にまがって入っていくとよい。

トラムの運行方法はできるだけ街の中心部には多く止まり、運転中

は常に青信号であり時間通りで速いことであり、電車のケーブルは金

沢駅から野町まではなしにし、充電した電池で走ること、などである。

都市の人の流れは、距離ではなく、時間が大きな要因である。交通

がしっかりすれば金沢市民も広い土地の郊外に住むこともできる（倶

利伽羅から大聖寺まで）。 つづく 石丸幹夫

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
10/30 布施 美枝子 茶道家

11/6 長谷川 勉 美容業

/13 蒲田 敏文 金沢大学大学院医薬

保健学総合研究科 経血管 診療学・

放射線医学 教授

/20 舟田 節子 金沢市自然環境保全

審査会委員

/27 中村 元風 今九谷窯

12/4 年次総会

/11 大沼俊昭会員

/18 年忘れ例会


