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2015 年 3 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

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

宮永満祐美会長挨拶 皆さん こんばんは ようやく

春らしい気候になってきました

本日は 金沢美術工芸大学の田中先生よう

こそ お越しくださいました また 楊さ

んのお祝会を開催でき、会長エレクトの魏

さん大路さんお世話を ありがとうござい

ました

また 米山奨学生のお世話を積極的に行っ

ていただき藤間会員もありがとうございました

さて、新幹線が通って すでに乗車した方もいらっしゃいますか 私は まだです 高崎に行く日が最初になりそ

うです 先日大手町で打ち合わせがあったとき 時間があったので小さなカフェにいましたら 英語を話す中国系

の家族ずれが入ってきました カフェの若いオーナーは普通に英語を話していました 近江町のそばなので

本当に沢山の観光客でした

さて 今日は楊さんのお祝会です 私の家族も経験したので、分かるのですが 本当に大変だったと思います 皆

さんでお祝いしましょう

ゲストのご紹介 米山奨学生 楊 立山（やん りっさん）様 金沢美術工芸大学教授 田中信行（のぶゆき）様

米山奨学期間終了に伴う贈呈式

１）米山奨学生へ奨学金支給と記念品の贈呈

楊 立山（やん りっさん）様

２）カウンセラーへ感謝状の贈呈

大路 孝之（おおじ たかゆき）会員

ご挨拶
１）カウンセラー 大路 孝之（おおじ たかゆき）会員

楊さん、３年間金沢美大で苦労されました。博士号取得、カウンセラーとしてうれしく思

います。中国に帰っても健康で頑張ってください。本当におめでとうございました。

２）米山奨学生 楊 立山（やん りっさん）様

あっという間の２年間でした。先月博士の審査と展示があり、今日は教授

会で正式に決まります。また先週北京に帰って大学の面接を受け、決まりそう

ですが中国はすぐに人が代わるのでまだ 100 ％ではないかもしれません。

けれどもたぶん北京で生活すると思いますので、もし北京にいらっしゃる

ことがあれば案内や通訳などできることは何でも協力します。是非来てくださ

い。本当にこの２年間すごく充実していました。お世話になりました。ありが

とうございました。

３）金沢美術工芸大学 教授 田中信行（たなか のぶゆき）様

今日はお招きいただき有難うございます。遅れて申し訳ございませんでした。なぜ遅れた

かというとまさに楊君の学位の最後の教授会がありました。審査会は５人の審査員で構成されて

おり、そこでは全員「優」をつけました。彼の論文をよんで漆のとらえ方が日本人とは違うなと

改めて感じました。中国のおかれている社会状況に対して、日本に来たことで改めて見えるわけです。そこから漆

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0776 2015.3.26

．

第 779 回

招龍亭

3/19（木) 19:00~21:00
出席率 17/37 45.94 ％

２月の平均出席率は 70.74 ％
井口千夏 SAA



- 2 -

を通して自分はどのように生きていこうか考える過程が論文に非常に良く書かれており、日本語で書くだけでも大

変だと思いますが、古代中国のことから始まり、自分は漆でやっていこうとする意味を６万字弱の文字を書いて論

じており審査員一同素晴らしい評価をしています。審査は我々審査員に任されているのですが、今日は６０人ぐら

いの教授に報告をして、学位を授与していいかどうかの挙手を求めたところ、全員の手が挙がりました。本当にう

れしいです。今回は私も彼からいろいろと学びました。「博士」をとらないと中国に帰れないので、私も本当にどう

サポートしようかと考えましたが、彼は頭はもちろん良いし、ハートが良く、人に対しての礼儀もできている。３

月いっぱいで日本を去り、これからが彼の本当の人生のスタートだと思います。あれだけ頑張れる人なので、今後

もやってくれると思います。

《 乾杯・食事 》

藤間会員：楊くんは優秀な学生さんで、２年間頑張ってくださったので、美大の優秀な学生さ

んが米山奨学金を受けられることになりました。地区の米山の審査でも、先輩が頑張られると次に

続く方が頭をよぎって良い成績でしていただけると思います。

私は楊くんを試験の時から知っているので自分の息子を送り出す気持ちで胸がいっぱいです。

これから日本と中国の架け橋になっていただきたいと思います。是非行ったり来たりできるように

頑張っていただきたいと思います。

先輩がいらっしゃる中でせん越ですが、楊くんの今後を祝しまして乾杯させていただきたいと

思います。

幹事、委員会報告等：

〔幹事報告〕井口千夏幹事：ガバナーノミニー候補の方のご案内をいたします。加賀 RC の下口幸雄
会員 職業分類は管工事業です。異議のある方がいらっしゃいましたらお申し出ください。

ニコニコＢＯＸ ¥16,000- 本年度¥390,002- 残高¥5,877,417-
宮永会長：楊さん おめでとうございます。田中先生、本日はようこそお越し下さいました。

井口幹事：楊さんおめでとうございます。田中様本日はお越し頂きありがとうございます。

江守巧会員・道子会員：楊さんこれからも日中友好のためにも頑張って下さい。

岩倉会員：楊さん博士号取得並びにご卒業おめでとう。これからのご活躍期待してます。

大路会員：楊さん、博士号取得おめでとう。中国に戻っても元気でがんばって下さい。

魏会員：皆さま、こんばんは。ようこそ！招龍亭へ。

楊さんご卒業また博士号ご取得おめでとうございます。私ごとですが、昨日の発表で

二女の百花も長男達と同じ高校に合格することができました。感謝

北山会員：楊さんおめでとう。世界にはばたいて下さい。

炭谷会員：ヤンさん御卒業おめでとうございます。魏さん今夜はお世話様です。

吉田会員：楊さん日本の伝統工芸を通して中国と日本の民間外交に貢献して下さい。ご卒業お

目出とうございます。

閉会挨拶
魏賢任会長エレクト：皆さん改めましてこんばんわ。楊さん博士号のご取得おめでとうござ

います。うれしくて、楊さんの学位取得ですが、僕自身が取得したような気持ちです。楊さん

のかわりに百万石ロータリーの皆さんにありがとうございます。米山奨学金は受かるのも難し

いですが、２年間継続されたことも素晴らしいことです。皆様のご尽力と楊さんの人柄と努力

という風に認識しております。中国に帰って立派な先生になられると思いますが、中国にもロ

ータリークラブがあるのですが、まだ日本ほど諸外国ほど普及していないので、何年後かわか

りませんが、楊さん自身がロータリアンになって、中国へ留学する学生を支援するような制度

（米山奨学金は日本だけですが）を創設するぐらいの気持ちで日本とのかけ橋になっていただ

きたいと思います。また学友会の組織もありますので、ご活躍していただけたらと思います。

楊さんあらためて、おめでとうございます。

パストガバナーからの手紙 213回

カストロの革命～私利私欲に走らない独裁者～ 炭谷 亮一

昨年１２月１７日オバマ大統領は１９６１年から実に５０年以上断交状態にあるキューバとの間で国交正常化を

進めると声明を発表した。
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又キューバのラウル・カストロ議長も同様の発表を行った。

現在のオバマ大統領はレームダック状態にあり任期が残り２年となるなか、キューバとの国交正常化をレガシー（遺

産）にするためには、上下両院で多数派の共和党への説得に多くの時間をさく必要がある。一方キューバも独裁を

終らせ、アメリカからの民主化要求を受けいれる覚悟が必要である。５０年以上に渡り、アメリカの経済・貿易・

金融封鎖に耐えた「カストロの革命」を検証してみた。

フィデルとラウルのカストロ兄弟そしてチェ・ゲバラ等はゲリラ戦を展開し、１９５９年１月ついにバティスタ軍

事独裁政権（アメリカの傀儡）を倒し社会主義革命を成功させた。

フィデル・カストロは２００８年８１歳で国家元首からの引退を表明し、以降弟のラウル・カストロがキューバを

ひきいている。

革命から約５０年以上にわたるカストロ兄弟の治世は賛否両論に分かれている。果してカストロはキューバに自由

をもたらせたのか、或いは貧困を加速させた独裁者だったのだろうか。

２０１２年１１月、第６７回国連総会はアメリカに対して、キューバへの経済封鎖を直ちに停止する様賛成１８８

ケ国が決議した。１９９２年以来、国連がこの決議案を採択したのは２１回目のことである。もちろんアメリカは

この決議案の受け入れを断固拒否して来た。

我々日本人にはこの経済封鎖の実体は理解出来ないが、キューバのロドリゲス外相はアメリカの経済封鎖がキュー

バにもたらした打撃は「大虐殺」に匹敵すると批判している。そしてむしろ「国民全体への人権侵害だ」と訴えて

いる。

私自身北朝鮮の様な圧政により国を維持して来たのではと想像していたが実体はまったく違っていた。まず社会主

義国の独裁者たちの多くは、「粛清」の名のもとに行う虐殺によって思想の徹底を図ることが多いが、カストロは無

縁であった。例えばソ連との関係が悪化した時期に親ソ連派官僚を追放したことはあるが、処刑は確認されていな

い。

最も注目すべきは「私腹を肥やす」ということを一切しなかった点にある。カストロも側近の閣僚も、一般人と変

わらない質素な生活を送っていた。住居は警備は厳重でも一般的な住宅であり、食料品も一般人と同じように配給

手帳での購入であった。

又フィデル・カストロには５人の息子と１人の娘がいるが世襲とは無縁で政府の要職についていない。フィデルが

引退後、弟のラウルが元首に就任したが、革命の同志でありこれを世襲と非難するのはアメリカのほか数ケ国に限

られている。

さらに、さらにカストロは革命直後に公布した法律によって、公の場に生存する国家的人物の姿を飾ることを禁じ

ている。考えても見てわかる通り、現役の権力者を飾ると罰するなどする法律を持つ独裁国家など聞いたことはな

い。「上も下も等しく貧しい」と言う清貧の思想が、５０年以上にわたるアメリカの経済封鎖を耐えぬいた原動力と

なったと言える。今後アメリカと国交が回復すれば、キューバには恵まれた観光資源（何んと９つも世界遺産が存

在）やカリブ海周辺の天然資源（石油と天然ガス）が豊富で一挙に５０年の遅れを取り戻して、近代化し、キュー

バ国民が豊かになる可能性が大きくなって来た。

しかし、私が想像するにあの有名な作家アーネスト・ヘミングウェーが愛した、ゆったり時間の流れる「レトロな

ハバナ」は失われるかも知れない、近々キューバを訪問してみたい。

奨学生の 2年間を振り返る 金沢百万石ＲＣ 楊 立山

2013 年の 4 月から、米山奨学生になって、2 年間になりました。この二年間は本当にあっという
間でした。米山奨学金の支援のお陰で無事に博士後期課程の最後をむかえました。

2 年間のあいだ、毎年 3 回の卓話をしました。いつもカウンセラーの大路さんは車を運転して、
藤間先生も一緒に同行していただきました。お二人はいつも近くに座っていて、私が落ち着いて

卓話ができました。感謝しています。そして、毎月世話クラブの金沢百万石クラブの例会を参加

させました。いつも、ステージを上がって、一言を言ってくださいと言われたとき、緊張してい

ました。でも、皆の優しい顔を見て、少し落ち着きました。２年間の奨学生生活がそろそろ終わ

りますが、金沢百万石クラブの皆さんとのつながりが終わらないと思います。いつか金沢に来る

時、また例会を参加したいです。そして、いつかクラブのどなたが中国に来る時、連絡していただけることも期待

しています。

私は美術の専攻ですので、個展をすることは非常に重要なことです。奨学生になって、1 年目の時、金沢で初めて
の個展をしました。2 年目の時、東京の銀座で個展をしました。これは米山奨学金の支援がないと、非常に難しい
ことです。感謝しています。特に 2 回目の銀座の個展は、私にとって、重要な意味があります。展示の時、たくさ
んの美術関係の方が来て頂いて、いろんな意見を聞きました。その時からいろいろ考えて、やっと漆という素材を

使う意味をわかりました。それをもとにして、博士論文を描き上げることができました。

これから、中国に戻り、どこかの大学の先生になり、日本で勉強したこと、経験したことを出来るだけ多くの中国

の人に伝いたいと思います。ロータリーの方からよく「奉仕」という言葉を聞きましたが、中国に帰って、日中文

化交流のことを促進し、特に日本で勉強した漆芸を多くの人に紹介し、日中漆芸の交流を深めていきたいと考えて

います。これも「奉仕の精神」の一つの意味ではないかと思います。

2年間の奨学生生活は本当に充実で楽しい 2年間でした。皆様のご支援をいただき、心から感謝しております。
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駅前地下ドームにて“おもてなし大茶会
北陸新幹線“かがや

き”が、春風と共にやって参

りました！駅前地下ドームに

て“おもてなし大茶会”を担

当いたしました。この日のた

めに而妙斎家元宗匠より、“

梅香北陸発”と一行の掛物を

頂き、旅卓のお点前を披露、

２０００人のお客様をお迎え

いたしました。新幹線を迎え

ることに携わりながら、この

日を迎えられなかった方々 布施美枝子

理事役員会案内
日 時 ： ４月２日(木) 例会後

場 所 ： ホテル日航金沢

議 件 ： 1. オープンロータリーについて

2. 高崎 RC との交流について

3. 次年度ロータリー財団地区補助金申請について

4. その他

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

3/26 新田千鶴子様

カミオ㈱代表取締役社長

4/2 クラブフォーラム

4/9 富山西 RC 合同例会

4/16 村本 睦戸様 ホロデックス代表

4/23 丸谷 彩宥美様

NPO 法人 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ代表

4/30 休会

5/7 菅野 啓太様 ㈱ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞ

5/14 小谷内 陽平様

ﾒｲｸ・ｱ・ｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ北陸支部長

5/21 オープンロータリー

5/28 振替休会

6//4/ 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様

6/18 クラブフォーラム

6/25 振替休会


