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2015 年 4 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

点鐘
１．ロータリーソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．宮永満祐美会長挨拶 皆様こんばん

は まずご報告があります 昨日 楊さん

の博士学位授与式があり、金沢美大に

行ってきました。藤間会員と大路会員もご

一緒でした 博士を授与されたのは、三名

で 楊さんが三番目にスピーチをしました。楊さんの作品に

込めた思いや、中国に帰ることの決意が述べられていて、感

動しました。他の二人は日本人でしたので、ご家族がいらしていました 楊さんの日本での家族がわりということ

で 会員が立ち会うことができて 本当に良かったと思います スピーチでは 米山奨学会と金沢百万石ロータ

リークラブへの感謝の言葉もありました。

ゲストのご紹介 〔卓話者〕カミオ㈱ 代表取締役社長 新田 千鶴子（にった ちづこ）様

ビジターのご紹介 なし

《 食事 》

幹事、委員会報告等：
〔幹事報告〕井口千夏幹事：4/4 高崎ＲＣとの合同例会に参加される方へＪＲチケットをお配りさせて

いただきましたので、お間違いがないかご確認をお願いいたします。またご一緒に請求書もお配りさ

せていただいておりますので、振込または事務局へ現金でお支払をお願いいたします。

・4/9 富山西ＲＣとの合同例会に参加者される方へ周辺地図と参加者名簿をお配りしてお

りますので、乗り合わせなどのご相談をなさっていただければと思います。

〔委員会報告〕上杉会員：北國新聞さんに 4/4 高崎ＲＣとの交流についての取材依頼をしたところ、合

同例会に高崎市長がご臨席なさいますし、なおかつ金沢市長のメッセージを持参するということで、

例会風景の写真をメール送付し 4/5 朝刊に掲載いただくことになりました。3 月の理事役員会では、金
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沢駅の新幹線ホームで芸妓さんを交えて出発の様子を取材していただく予定でしたが、それでは記事にならないと

のことでした。

藤間会員：先日からお願いをしております折鶴の件ですが、鶴に糸を通すという作業の

ご協力お願いでございます。よろしくお願いいたします。

東海林会員：皆様のお手許にご案内状が届いたかと思いますが、4/26 ホテル日航金沢３

階「孔雀の間」で私の県文化功労賞受賞のささやかなお祝の会をさせていただきますの

で、皆様お時間の許される限りぜひご一緒に祝っていただけばと思います。よろしくお

願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
￥ 6,000- 本年度¥396,002- 残高¥5,863,417-
井口幹事：新田先生本日はようこそ百万石へ。卓話楽しみにしています。

魏 会員：皆さん、こんばんは。新田先生のお話を心より楽しみにしています。

木場会員：新田千鶴子様 本日の卓話楽しみに聞かせていただきます。

東海林会員：新田千鶴子さま ようこそ。卓話よろしくお願いします。

講話の時間
『美容は、人の人生を変えられるかもしれない素敵な仕事 シュバリエ褒章ナイトを受章その後 』

カミオ㈱ 代表取締役社長 新田 千鶴子（にった ちづこ）様

プロフィル：

石川県（金沢市、野々市市、白山市）にて、8 店舗の美容室とブライダル専属 5 店舗、

エステティックサロン 1 店舗、ネイルアイラッシュサロン、ネイルサロン 5 店舗を経営

1970 年 金沢美術工芸大学洋画科卒 カミオ株式会社入社

1971 年 県美容技術選手権大会優勝（１回）〃 準優勝（３回）

県代表として全国大会４回出場

1980 年 カミオ株式会社 専務取締役となる

石川県花嫁着付コンテスト 入賞３位

1986 年 日本ブライダル協会ブライダルコーディネイター資格取得

1991 年 カラーコーディネイタープロ資格取得

1993 年 石川県理美容専門学校 デッサン・カラーコーディネイト講師

1995 年 日本ヘアカラー協会 石川支部長（現在は本部ディレクター）女流美術協会洋画

部門、北國賞受賞

2000 年 白山石川ロータリークラブ会員 ブルーストッキング会員（女性経営者のみの

美容家団体）

2001 年 白山石川ロータリークラブ会員へ移籍洋画 ・一創会初入選 (現在会員)・石川県現代美術展 洋画部門

入選（以後連続入選、現在会友）・一創会展 北都賞受賞 3 回

2002 年 一創会会賞

2005 年 世界著名美容家協会(ICD) 会員

2007 年 初個展開催 (白山市ノア画廊)

2008 年 東京・銀座にて個展

カミオ株式会社 代表取締役社長に就任

金沢経済同友会会員

金沢商工会議所 評議委員

金沢商工会議所女性会 会員理事

2009 年 第６５回現代美術展洋画部門で『北國賞』を受賞(現在までに 2 回受賞)

2014 年 ICD シュバリエ褒章 ナイト受章

石川芸術文化協会(和装)会員 理事

石川ケアパートナーズ 理事

講話：
美容は、人の人生を変えられるかもしれない素敵な仕事
シュバリエ褒章ナイトを受章その後

創業 94 年目を迎えるカミオ株式会社を継承し、先代から受け継いだ美容の仕事の役割を日々

感じつつ楽しみながら美容師であり、経営者として仕事をしていると感じる事は、お客様への

感謝と社員と共に目指すお客様から頂く笑顔の有難さ。

その為にも、技術の向上、人の育成、地域における美容の地位向上を夢中でやっていたら目立

つことはやっていないと思っている私にＩＣＤ(世界著名美容家協会）からのシュバリエ褒章
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ナイトを頂くことができました。

喜びは、その後に湧いてきて、共に祝福を頂く皆様への感謝の気持ちが更に湧き、頑張ってきて良かったとの思い

が、今の実感です。

昨年９月、パリで世界美容家協会（I．C．D）からシュバリエ・ナイトの章を頂きました。アカデミー賞の受賞式
のような晴れがましく素晴らしい場での受賞は、ずっと美容の中でも支える事をしてきた私には戸惑いでした。

が、大変に光栄でよく理解しないままに頂いてきましたが、地域で喜んで下さる方が多く、だんだんに実感が湧い

てくる不思議な日々でした。

本当に、有難く、美容師として、幸せ者と思っております。美容の仕事は本来表に出る事なく、お客様のキレイを

支える裏の仕事であると思っています。

美容の仕事は、外見を創る仕事ですが、ご自身でも気づかれない本来持っているお客様の美を引き出し、表現し、

喜んで頂ける、自信を持って毎日を元気で幸せな気分で過ごしていただくお手伝い応援をする事と思っています。

お客様の笑顔こそが私達のエネルギーの源、そのために美しさを見つけるため、聴く事、観る事、表現する技術を

磨く事、イメージをコーディネートする力を身につけるため、限りない終わりのないトレーニングを日々積み重ね

ています。

流行という情報も知り、金沢の女性のように文化度の高い方達に何とか選

んでいただける人になるための勉強には終りがありません。

９４年目を迎えるカミオは、お客様の期待度に押しつぶされそうになりな

がら、自分の得意を伸ばし、地域を元気にする位の気合を持って取り組も

うと思っています。

美容はお役様の人生を変える位に力を持っていると思っています。外見を

整える、キレイになる、ご自身も知らない、気づいていない本来持ってい

る魅力を引き出し、自信を持ってもらえるという事。そうして永いお付き

合いをさせて頂き、一生の日々のキレイ、大切な日のキレイ、嬉しい日も悲しい日も共に歩めるような関係をお客

様と築ける事を目標にしています。

点鐘
パストガバナーからの手紙 214回

ブラジルオリンピックとユーロ危機 炭谷 亮一

昨年からの原油価格の下落で原油輸出に国家経済が依存しているロシア、ベネズエラ等の国家経済は青息吐息の

状態である。一方 2016 年オリンピック開催のブラジルはやはり天然資源に依存しており世界的にすべての天然資源
の価格は低迷しており、他に観光資源位いしかないブラジルにとって国内経済の疲弊は大変な問題であり、３月４

日現在ブラジル国内では 2016年のオリンピック開催は経済的理由から中止すべきとのデモが起きている。
オリンピック開催に向けての協議施設の整備、インフラ整備更には世界でも有数の殺人事件数をはじめとする犯罪

多発地域であり、競技者及び大会関係者更には観客等の安全確保の為の治安維持の整備等の課題が残っており、い

ずれも多額の費用が必要であり、国内外からの資金提供なしには開催出来ないだろう。

まあ開催出来たとしても治安維持は難しく競技者や外国からの観客が犯罪の被害にたびたびあう状況となれば史上

最悪のリオデジャネイロオリンピックと言われかねない。IOC（国際オリンピック委員会）はかたずを飲んで事態
の推移を注視し、かなり肝を冷やしていることだろう。

さてブラジル経済に占める原油輸出の比率はさほど高くないが、原油価格の急落で採掘コストの高い産油業者は赤

字操業を強いられている。赤字の垂れ流しでは、当然いつかは資金繰りが立ち行かず破綻を迎えることになる。

その最たる例がブラジル原油公社（ペトロブラス）だろう。ブラジルの原油採掘は深海からのものであり採掘コス

トは１バレル７８ドルと試算され、現在の１バレル５０ドルの価格では大変な赤字で現在までの有利子負債は１５

００億ドル（１５兆円）もありブラジル全体での対外銀行債務が５０００億ドルを抱えており、いかにブラジル石

油公社の負債の大きさが分かるだろう。

そしてブラジルの対外債務の 1/3 超の１８００億ドルがスペイン一国からの借り入れだ、アメリカですら７００億
ドルに過ぎず、ブラジルにおけるスペインの貸し出しシェアは突出している。更にブラジル石油公社も当然国内外

を問わず資金調達している。

つまりその破綻はブラジルの問題にとどまらず、スペインの銀行の経済危機に直結し、ユーロ圏の新たな混乱の火

種になる可能性が高い、ただでさえユーロ圏はギリシャ支援の問題を抱え、再びユーロの枠組みを大きくゆさぶる

可能性は高い。そしてユーロ圏の景気低迷やデフレの進行を加速させ世界経済までがガタガタになる可能性を秘め

ている。オリンピックどころではない状況の出現が危惧される。

郭莼 Guo Chun さんから
From: Guo Cathy Sent: Saturday, March 28, 2015 8:24 AM

To: 金沢百万石ロータリークラブ
Subject: 元奨学生からの報告
ロータリー米山百万石クラブのみなさんへ

こんにちは。郭じゅんです。久しぶりです。今月の２２日にアメリカから日本に戻りました。そして、３月２４日
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に無事に東京大学から卒業できました。いよいよ４月から社会人になる次第です。

金沢に住んでいた時のことは今でも鮮明に覚えています。時間が経つのが本当に速いものです。北陸新幹線が開通

できたことは大変めでたいことですね。

お忙しいと思いますが、東京にいらしたら、どうぞ気軽にご連絡ください。 郭莼 Guo Chun
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

能登有料道路志雄 PA での夕日 宍戸紀文会員

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

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


