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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 今週は会員の奥様もお

越しいただき、とても素敵な

例会となります。本日はあり

がとうございます。よろしくお願いいたします。 また 懐かしいお顔も見えます。宮本様 土田様 ようこそお

越しいただきました。いつでも お越しください。

さて、高崎 RC の例会の日程が変更となりました。後で実行委員長からお知らせがあると思いますが、どうぞ 奥

様の皆さんも OB の方も一緒に高崎に行きましょう。きっと楽しいと思います。

また 本日は先週の理事会で決定したことで皆出席の際のバッヂをご紹介します。会報にも載っておりますが 1 年 3
年は普通のバッヂ、5 年はルビー、10 年はダイヤ、15 年はサファイヤです。 どうぞ 出席をお願いたします。

ゲストのご紹介 （卓話者）茶道教授 布施 美枝子（ふせ

みえこ）様 石丸恭子 様 二木富子 様 村田順子

様 土田初子 様 宮本玲子 様

ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》

茶道に親しみましょう

幹事、委員会報告：
井口千夏幹事： 先週、理事・役員会におきまして日程確認等を行いました、高崎ロータリークラ

ブとの交流につきましてご報告並びにご確認させていただきます。

まず４月４日（土）～５（日） １泊２日の日程で北陸新幹線を利用して高崎へ参ります。以

前は金曜～土曜の日程を予定していましたが、

参加しにくいのではというご意見があり、土曜～日曜の日程となりました。

藤間勘菊高崎担当委員長： また高崎からお迎えする日程につきましては二つの案があります。

まず、５月１６日（土）～１７日（日）次に、５月３０日（土）～３１日（日） でございます。

以前は５月２３日（土）～２４日（日）の日程を予定していましたが、その日は金沢市内で７千人

規模のコンベンション等が予定されており、宿泊施設や芸妓さんの予約が難しい状況のため、前後に

１週間ずらしての二つの案でございます。 つきましては、これからお回しするアンケート用紙にご

出欠をご記入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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谷伊津子地区社会奉仕委員長： 先日の地区大会での「希望の風奨学金」にご協力頂きありがとうご

ざいました。323,030円弱あつまりました。
国旗掲揚を今年も是非やって下さい。

ニコニコＢＯＸ ￥ 13,000- 本年度￥ 216,002- 残高￥ 5,652,947-
土田初子 OB：お久しぶりです。皆様のお顔を見られて嬉しいです。
宮永会長：布施先生 本日は楽しみにしております。

石丸会員：布施先生 本当に今日はお世話様です。よろしくお願いいたします。

井口会員：布施様 本日はようこそ百万石へ 本日は宜しくお願いいたします。

上杉会員：布施先生 ようこそおいで下さいました。お点前楽しみにしております。

藤間会員：布施先生ようこそ。今日は楽しみにいたしております。

武藤会員：布施先生 今日はもよろしくお願いします。

食事が終わり、吉はしのお菓子

がでて、薄茶を頂く。

会員夫人は会場隣の水屋で大代

奮闘、 30 人分のお茶の準備を
しました。

講話の時間
『 お茶を通して学ぶこと 』
茶道教授 布施 美枝子（ふせ みえこ） 様

略歴：S22.5.16 金沢で生まれる。
大学より東京、市川に住み、平成元年に金沢 に戻る。 紹介:武藤清秀会員

茶歴： 中学時代、祖母の紹介で 村上宗信社中にて、稽古

20代、30代、東京、 市川の先生に付き稽古。

平成元年に金沢に戻り、出村社中にて稽古

平成 12年 表千家教授者資格取得。

平成 24年９月表千家同門会石川県支部 事務長に就任。

現在同門会のために東奔 西走する毎日。

講話： （概要） 今晩は 緊張しています。茶道のよもやま話をいたします。中学時代からお茶をいたしま
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した。本日持ってまいりましたパンフレットは私の貴重な初代の宮﨑寒雉さんの竜頭鷁首（りゅうとうげきす）の

釜です。

毎年、百万石こども茶会をしていますが、新聞記事に一生懸命正客をした小学生の記事がなく、取材には茶道の知

識が必要ですね。再度、載せてもらいました。

正客は準備された亭主の心配りを充分に観察し、客を代表してお礼を言い、心配りの床の花、掛け軸、茶道具他

を客に説明し、感想を述べなければなりません。

茶碗の持ち方、飲み方 客には正面を向けて出されるので客はこれを拝見し、茶碗を回して正面を避けていた

だくなど基本的心得を説明されました。 又 ナイヤガラの滝のレストランのマナーについての感想ものべられまし

た。

茶道は続けていますとじわじわと人間形成に役立つのです。

質疑応答． 謝辞・ 謝礼

点 鐘

パストガバナーからの手紙 197回 炭谷 亮一

ドイツで進む「第４の産業革命」

ドイツでは政界、産業界、学界が一体となって「第４の産業革命」を進めている。「インダストリー４・０」と呼

ばれるこの巨大プロジェクトは、生産工程のデジタル化、自動化のレベルを現在よりも大幅に高めることで、製造

コストの極小化を目指すものである。しかしドイツの論壇では「雇用に悪影響を及ぼす」という批判的な意見も出

ている。

一方産業界からは「今日のビジネスでは、大量生産よりも顧客一人一人の要望に合わせた、テーラーメードの製品

を作ることが重要になりつつある。この為、生産プロセスの大半が自動化されても、テーラーメード式の生産など

創造的な作業は、今後も人間が担当する必要がある」との意見がある。人間が完全に不要になることはないと主張、

さらには「２０３０年ドイツでは、今日に比べ労働力が６００万人減ると予想されている。専門技能を持った人材

の不足は今後、深刻になる一方だ。企業は人材不足を補う為に、「インダストリー４・０」で生産プロセスの大半を

自動化することが必要に迫られる。」と主張している。その半面「インダストリー４・０」が実現すれば、部品と機

械がセンサーを通じて相互にコミュニケーションを取るので、人間が行っていた多くの作業や工程が不要になる。

生産プロセス全体の管理もコンピューターが担当する。従って人間の役割は変化すると予測し、「インダストリー４

・０」によって仕事を失う労働者が出ることは避けられないだろうと予測している。

ドイツ人工知能研究センターでは「人間は柔軟性に富む存在なので、将来のデジタル化された工場では、重要な決

定や問題の解決といった業務を専門に行うことになるだろう。インダストリー４・０は、人間を工場から駆遂する

ものではない」と指摘している。

一方、英オックスフォード大学の研究員は、デジタル化により、職種によって大きな影響があると、職種別に２０

年後にコンピューターで代替される確立を予測した。それによると、不動産仲介業は９７％、オフィス勤務するセ

ールスマンは９６％、タクシードライバーは８９％（コンピューターを使った無人タクシーの運用の為）だった。

以上の％の人達は職を失うという結果が出た。

ドイツで始まった「インダストリー４・０」の雇用への悪影響に、政界や産業界はどのように対処するのか興味が

持たれる。日本でも少子高齢化による将来の労働力不足が叫ばれ、懸念されているが、ドイツのように超効率化し

た産業構造（デジタル化、自動化、さらには人工知能を有するロボットの活用による）にすれば、むしろ特殊能力

のない人間にとって職探しに苦労する時代になるだろう。「３ K」といわれる職種について日本人がやるか外国人が
やるかといった問題のみが唯一残るのではないだろうか。若い人達はコンピューターや機械を超越する能力を身に

つける必要がある。どんなに労働力が減ろうとも、頭さえ使えば何とか打開作はあるものだ！！さらに将来的には、

上記のような産業革命の実現により、例えば海外での PKO 活動の際に唯一の人間である司令官と、他は多数のロボ
ットが参加している状態が出現するだろう。

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があります。

金沢市の交通について 先週につづく

浅野川線は医科大学まで延長し、宇野気駅で七尾線につなげたい。

今、新幹線が入り、在来線を JR が手放す。チャンスである。鉄道
の総合的なプランをたてたい。ある古参の市会議員は在来線が金沢

駅で曲がって片町へ直通する発想なんて考えもしなかった「すばら

しい」といった。こうすれ在来線も乗客が増え黒字になる。

細かいことだが、ウイーンのメインストリートではトラムが両側

歩道に沿って走り、車は中央を走っている。トラムは歩道にピッタリ

と止まるので段差がなく車椅子、ベビーカー、買い物カートの乗降に大変良いと感じた。

ドイツ ニュルンベルクのトラム
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夢はつきないが、結構、市民の皆さん、街の活性の為に考え悩んでおられる方も多いようである。

石丸 幹夫

お知らせ
木場紀子会員が「平成２６年度第３５回金沢文化活動賞」を受賞されました。 つきましては木場さんの受賞

をお祝いする会を下記のとおり開催したいと思いますので、ご多忙中とは存じますが多くの皆様のご参加をお待ち

申しあげます。 また、この会へご参加いただくことで例会出席扱いとなることを申し添えます。

日時：平成 26 年 11 月 10 日（月）11:00 ～ 13:00.
場 所 ： ホテル日航金沢 ２９階「桃李」

会 費 ： ３千円前後の予定

幹事 井口 千夏

11/4 快晴の兼六園

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

トライアイスロンについて

/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


