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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．国 歌 『 君が代 』

ロータリーソング『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．宮永満祐美会長：「皆さん こんば

んは 今 ネパールでは 大変なことが

起きていますね 私達が米山奨学生とし

てお世話したソバナさんを思う時、数年

前に開催した地区協議会のことを思い出

します。

その時、ネパールから日本に帰ってきてくれて、講演をしてくれました。その話の中で、よく覚え

ているのは「ネパールはいろいろな国からの援助を受けていて、援助を受けるのが 当たり前になっているのでは

ないか と思う時がありました。でも日本の東日本大震災の時、とても遠くから日本大使館まで、歩いてきたおば

あさんが手にコインをもって、「これを日本の皆さんのために使ってください」と渡してくれました」という話です。

他人事とは思えない今回のネパールの震災、私達ができる支援をしたいと思います 詳しいことは、吉田会員から

後でお話があります よろしくお願いします」

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕㈱ミリオンスターズ 代表取締役 端 保 聡（たんぼ さとし）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）今月の誕生者の紹介

３日生まれ 岩倉 舟伊智（いわくら しゅういち）会員

１６日生まれ 布施 美枝子（ふせ みえこ） 会員

２２日生まれ 吉田 昭生（よしだ あきお） 会員

２２日生まれ 相良 光貞（さがら みつさだ）会員

《 食 事 》

幹事報告/委員会報告
〔幹事報告〕井口千夏幹事：
・来週の例会は会場が「招龍亭」に変更となります。 5/21 開催のオープンロータリーにお誘いする
方のお名前を 11 日（月）までに事務局へＦＡＸまたはメールにてご連絡くださるようお願いいたしま
す。

〔委員会報告〕

吉田昭生会員：皆様ご承知かと思いますが、ネパール震災についてレンガ積み家屋が多く、我々が行

った世界遺産の建物が崩壊している現状です。2003 年から 2 年間当クラブでお世話した米山奨学生ソ
バナさんが現在ネパール日本大使館にお勤めです。

３回程電話のやりとりをして、ソバナさんをキーパーソンにして、お金や物資を送りたいと伝えた

ところ、次のようなメールが届きました。

百万石ＲＣがひとつの足場になって、ネパールで苦しんでいる方々に早い時期になにかしたいと思っ

ております。来週中にソバナさんから連絡のあった口座へ送金してみて、確かに届いたかを確認して、次回からご
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支援したいと考えておりますが、皆さん方で協力して考えて頂けばありがたいと思います。まずは近況報告をいた

しましたけど、長い目で見て支援をしていくことが必要ではないかと思っております。よろしくお願いいたします。

稲山訓央会員：いまの話に引き続き 5 月 5 日に京都でスンダリ・ミカさんを支援するコンサートを行
ない、４万６千円の募金が集まったことをミカさんにお伝えしたところメールがきました。この募金

をネパールルピーに立て替えて支援活動に即使いますとのことで、ストレートに送金す

るのが難しい状況のようです。また今週土曜日に駅西広場にて 13：00 ～ 16：00 頃まで
義援金を集めるコンサートを大学ゼミの企画で開催いたします。よろしかったらお立ち

寄りください。

北山吉明会員：以前に卓話いただいたアルピニストの栗城多史（くりき のぶかず）さんから、ネパ

ールで薬剤が足りないので荷物に入れて持って行きたいとの連絡がきております。今後彼からのレポ

ートなども届くかと思います。

ニコニコＢＯＸ ￥ 6,000- 本年度 ￥ 434,002- 残高 ￥ 5,877,417-
宮永満祐美会長：前回は病欠で申し訳ありません。元気になりました。端保様 卓話たのしみに

しております。

井口千夏幹事：端保様 百万石へようこそ。本日は宜しくお願いします。

大路孝之会員：以前早朝ソフトで対戦した端保さんお久しぶりです。ミリオンスターズ！がんば

れ

東海林也令子会員：4/26 の祝賀会にはたくさんの方にご出席いただきありがとうございました。

講話の時間
（紹介者）谷会員：本日の卓話者は端保 聡様です。1966 年のお生まれで星稜中学、星稜高校、金
沢経済大学（現：星稜大学）のご出身です。いずれも野球部に所属されておりました。

東急観光を経て、現在金沢紙業㈱専務取締役、並びに 2006 年に㈱ミリオンスターズの代表取締
役に就任されました。今日は端保社長様の熱い想いを存分に伺いたいと楽しみにしております。

『 石川ミリオンンスターズの挑戦 』
㈱ミリオンスターズ 代表取締役 端保 聡（たんぼ さとし）様

今地元メディアの扱いでは「ツエーゲン金沢」さんが羨ましい

と思う日々です。石川県でスポーツ文化・スポーツ観戦文化を根付か

せるにはどうしたらいいかと日々考えています。金沢市学童野球連盟

の登録人数が４年間で３３０人減っています。プロ野球本拠地の都市

－札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・大阪・広島・福岡では減ってい

ません。サッカーは底辺拡大に力を注いでいて、プロサッカー選手と

プロ野球選手の年棒は大きく違います。お金になるのはプロ野球です。

ただし、ミリオンスターズで活躍する選手は月給１５万円です。高校

・大学・社会人野球を経て集まっています。軟式野球は何年ブランク

があっても再開できますが、硬式野球ではそうはいかない。１年ブラ

ンクがあると難しいです。そこでＢＣリーグで野球を続けながらプロ

の道を目指すわけですが、これまでに日本人選手でプロ野球へ入った

選手は一人だけです。

ＢＣリーグが立ち上がった時に、石川・富山・新潟・長野で一つのリーグ構想があったそうです。富山・新潟・長

野は地域経済活性化のための起爆剤ということで、地元青年会議所や財界を中心にチームができました。しかし、

石川だけはなかなか盛り上がらず、2006 年 8 月 31 日の期限直前に決まりました。それからの４ケ月で４００件以
上を回り応援を募って９，２００万円が集まりました。珠洲から加賀まで走り回りました。プロスポーツで一番大

切なのはチケット収入です。それにスポンサーからの広告料などで補充するというのが望ましい形だと思いますが、

石川県ではチケット収入が少なく、関心をもつスポンサーからの収入に頼るところが大きいです。石川県民の球団

という思いでぜひ球場に足を運んで頂きたい。毎試合観戦される顔ぶれは変わりません。県立球場には１万７千人

市民球場には１万人の収容人数ですが、毎試合４００人程しか観戦しません。これでは選手のやる気も上がりませ

ん。それが一番つらいです。話題提供など色々と努力はしていますが、石川県内の反応は少ないです。フランコ監

督就任の際にも地元メディアの反応は薄く、逆に海外メディアから数本取材が入りました。芸術文化が栄えている

反面、スポーツ文化に乏しいのが現状です。ぜひ、百万石ロータリーさんの例会を球場でやっていただきたい。県

民一人が１年に１回球場に足を運んでいただくだけで成り立つ球団ですので、ぜひ皆さんのお力で盛り上げていた

だきたいと思います。芸術文化だけでなく、野球・サッカー・バスケットボールなどのスポーツ文化も含めた総合

文化都市を目指していかなければ、新幹線開通の意味がないと考えております。

質疑応答 謝辞・謝礼 点 鐘
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ソバナさんからのメール
ロータリー米山記念奨学会のみなさまへ、

はるばる日本から地震見舞いのメッセージをどうもありがとうございました。おかげさまで私と家族は無事です。

４月２５日以来、近くの畑でテントを張って避難生活を送っておりましたが、日曜日に、やっと家の中に入ること

ができました。

これまでインタネットのアクセスもなく、返事が遅れてしまいました。ご了承ください。

家の壁には多少の亀裂があり、テレビや、パソコンなどの電化製品は完全に壊れました。それに、家の周りの外壁

が倒れ、駐車してあったバイクがその下敷きになりました。

私の親友とその家族がみんな亡くなり、周辺の村の９０％の家が倒壊しました。何よりも悲しいのは、私の地元は

世界遺産に登録されている古い町なんですが、その貴重な遺産の多くが倒壊したことでした。

まるで、歴史の本からネパールというページを破いたような感じです。復興にはかなり時間がかかりそうです。

周囲に私たちより苦しい経験をし続けている人たちがいるので、私たちにできる協力をしたいと思っています。

これから雨季にはいり、伝染病などが流行ることも大変心配ですし、水不足もずっと続くと思います。本当に大

変な状況がまだまだ続きます。みんなと気合で頑張りたいと思います。

ロータリーの皆さんはいつもエールを下さってありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

ソバナ・バジュラチャリヤ カトマンズ

金沢のお父さん、お母さんへ、 ナマステ！

お見舞いのメールをありがとうございました．すっと避難生活とこわい余事が続いていたため、なかなか家に入れ

す、パソコンを付けす、近事が浬れてしまいました．

昨夜からやつと寮に入ることができ、今日からなんとかパソコンが使えるようになりました。

おかげさまで私たちはみんな無事です．

昨日まで私の衣で、両親、アムリツト夫事と息子、アンモル夫事、みんな一緒にに雑魚寝していましたが、町のな

かには泥書による被善が相次ぎお母きんたちは家のことが心配で結局ゴールデンテンプルの家に戻りました。

そこの家は逃げ場がないのでちよつと心配です．

私も 5日以上仕事を休んでいたので、きすがにプレッシャーがかかつてきて、金確日から通勤を始めました．
続く余事の中、赤ん坊と主人を職場の近くに潜りた部屋に残して歩いて通勤していますが、今にも崩れ落ちそうな

家屋や、外壁の側を徒歩で通勤するのは本当に大変怖いし、兼族のことが心配でなりません．

いつまでこの生活が続くのか本当に途方に暮れる毎日です．

先日、お父さんから電話を頂ききました．

ロータリーやほかの知人の日本の方が支援をなさりたいためその送り先を教えてとのことでしたが、ただ、私はま

だどのように人に役こ立てるかを考えている最中です．

事実を申しますと、一週間がたっても私たちを含む多くの被災地には物資がまだ届いてないです．

私たちのように、定期的にに自分の家の中に入れるようになつた人たちはお互い力を合わせて、できる限りの協力

をし合つています。とりあえす、お金、搬、食べ物は共用してくらしています．

悲しいことに、私の親友とその息子とお姉きんが亡くなりました。しかし、残きれた家族の手元にまつたく物資が

届かれてないし、食べ物も着るものもない状態で暮らしています。

昨日、少しお金と食べ物を渡してきました．そういう人たちに何らかの協力をしてあげなければなりません。

すみません電池が切れそうなので、今日はこの辺で失礼します．

また、メールをきせて溝きます． ソバナ

パストガバナーからの手紙 219回 炭谷 亮一 編集中
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ネパール大地震
一度卓話に来ていただいた、ネパール在住のスンダリミカ（高木美香）さんから返信が届きました。

「ご心配おかけしております。メール有難うございます。

自宅は停電していまして いま太陽光発電のある事務所に来てこのメールを書いています。被害が大きいのは古い建

物の周りで、鉄筋コンクリートの建物は持ちこたえているところが多いです。水や電気や食料といったものがどの

くらい持ちこたえられるかというのが今後気がかりなところです。いよいよ周りに迷惑をかけそうになったら帰国

も考えますが、それでもまだ２週間位は様子を見ようと思います。」高木ミカ

「ブータンにいる知人からメールの返信が届きました。

彼もソバナさんを良く知っているので連絡を取ってくれていました。カトマンズのソバナさんは無事だそうです。

「皆様、その後お変わりないでしょうか。

一昨日のネパールでの地震、私が今居るミクリでも揺れを感じましたが、ティンプーは、かなりの震度だったらし

く、土曜日で昼前には学校から戻っていた二人の子とツェリンは、屋内は危険とみて直ぐに建物の外に避難したそ

うですが、特段の被害はありませんでした。ただ、二人の子には、未経験のよほど強い揺れだったのか、その後、

すっかり怯えている、と伝えてきました。(昨日の午後、ティンプーでもかなりの余震があったようです)

ネパール/カトマンズにいる、友人 • 知人の安否ですが、皆無事のようです。地震直後、ソバナさん、会社のハクパ、

ブッダ(ガンダルバ)に連絡(SMS/携帯メール)を入れたみたところ、ソバナさんから数分後に返信あり、やはり彼女

も屋内は危険とみて地震後直ちに車の中に避難したとのこと。ただ、TV も電話(通話は不能)も使えないので何も

情報入手の術がなく、困惑している。家へ戻ろうにも、余震が怖くて動こうにも動けない、と言っていました。ま

た、ブッダからは、(運良く)電話が入り、皆無事だと言ってきました。

ただ、村にある彼の家は壊れたそうです。(彼の村は、震源地とされる Lamjung/ラムジュン郡)今回は、カトマンズ

盆地で M 8.02 を記録した 1934 年に匹敵する大地震だったようです。ハクパからも夕方近くに返信あり、家族は無

事とのことでした。

参考までに、昨日から今朝にかけてツェリンが Wechat を使って送ってきた写真を添付いました。今朝パロを発っ

たブータン政府派遣の救援隊の様子です。トプゲイ首相の姿も

見えます。これらの写真は、ツェリンの知人(友人)で、かかり

つけの内科医が、たまたま救援隊の一員として KTM に向かう

ということで、彼に頼んで空港から送って貰ったもののようで

す。

Mikuri にて玄田 Sent from Samsung tablet 」
武藤清秀会員より

理事・役員会の開催について 幹事 井口 千

夏

日 時 ： 5 月 14 日(木) 例会終了後

場 所 ： 招龍亭 金沢市西念 3-5-35 TEL076-233-1563
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. 次年度事業等について ①理事・役員の紹介

②年間行事予定について ③活動計画について ④その他

（ビジター費について等）4. その他

南光州 RC から 45 周年記念式と会長役員離就任式への招聘状 南光州（クァンジュ）ロータリー

クラブ例会予定 2014-2015 年度
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 ㈱石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽ代表取締役 端保聡様

5/14 例会場変更：「招龍亭」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
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クラブ RI 加入承認 45 周年記念式および会長役員離就任式が 2015 年 6 月 29 日(月)午後 7 時光州（クァンジュ）ペ

イルリコンベンションで開催されます。

招請状をお送りしますので出席可能ならば参席者名簿をあらかじめ送られるように願います。7 月初めに光州（ク

ァンジュ）で Universiad 大会がありますので、ホテル予約の関係で来週までにご連絡下されば有難いです。

卯の花

紫蘭

鈴蘭

つつじ

花の写真を送って下さい。

編集部

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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