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2015 年 5 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

2015 ～ 2016 年度 クラブ運営方針

楽しく活気のあるクラブを目指して

会 長 魏 賢 任

諸先輩たちが築いてきた伝統を大切にし、自分自身が十六年間、ロータリアンと

して感じてきたことを基に、どんなクラブ運営がいいのかについて考えました。

楽しく活気のあるクラブが皆さんにとって、とても魅力的なクラブではないかと

思います。我々のクラブは地区の中でも、もっとも楽しく活気のあるクラブの一

つだと自負しています。

この良さを持続するため、まずはクラブ管理運営委員会では、いろいろなアイデ

アを出し合って、楽しいクラブを目指して運営してまいります。次によく「奉仕」

と「親睦」がロータリーの車の両輪に例えられるように、奉仕プロジェクト委員

会では、引き続き各分野の奉仕活動に力を注ぎ、貢献していきたいと考えます。また、これらの魅

力ある活動をオープンロータリーや会報、広報などを通じて対外的にアピール・発信することによ

って、会員増強につなげていきたいと考えています。

活力あるクラブ運営をするためには、会員増強をする必要があります。近年、私は増強委員会に配

属されたことが多いのですが、なかなか成果に結びつくことがありませんでした。個人的には種蒔

きをしてきたことが、今年度の収穫につながるものと信じています。最低でも２人くらいは、新入

会員として迎えたいのです。また、昨年度に引き続きオープンロータリーを実施して、クラブ全体

では１０名以上の新会員が増えるように、高い目標を掲げ、是非会員の皆さんお一人お一人のお力

添えをいただきたいと願っています。

一年間、どうぞ宜しくお願いします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

慰労並びに歓迎の言葉

魏賢任会長エレクト：宮永会長・井口

幹事・役員の皆様１年間お疲れ様でした。

また何より嬉しいのは新年度の節目に新し

い会員を迎えることができることです。ま

た布施会員には１２月ご入会され既に大活

躍をされております。私自身未熟なので、

宮永会長の”もうすぐ任期が終わります”という挨拶の言葉を聞く度にプレッシャーを感じています。多大なご支

援とご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0789 2015.7.925
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加賀石庭

6/25(木）19:00
出席率 26/37 70.27 ％

５月の平均出席率 66.72 ％
大路孝之副幹事
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ご挨拶

宮永満祐美会長：ただいま魏会長エレクトから素晴らしいお言葉と花束、炭谷ＰＧと岩倉会員

からも花束をいただき有難うございます。そして１年間本当にお世話になりました。私は長女で妹

がおりまして、いつもしっかりしていると言われて育ったのですが、ロータリーに来るとお兄さん

お姉さんがたくさんいらっしゃるのでいつも甘えていたなあと思います。ところが、会長となりす

ごいプレッシャーを感じ緊張しておりましたが、皆様の支えでなんとかこれました。これからは平

の会員としてクラブを支えていきたいと思います。どうも有難うございました。

井口千夏幹事：皆さま１年間本当に有難うございました。思いおこしてみると年度の始まりに宮

永会長から「この年度は高崎だけよ」と言われた記憶があるのですが、盛りだくさんの１年でした。

スタート時から事務局がなかなか定まらなくて皆さまにご迷惑をおかけしたと思います。たくさん

の皆様に支えていただき、至らない幹事ではありましたが１年間やり遂げることができました。次

年度から魏会長・大路幹事、今まで以上に頑張っていただけることと思いますので、微力ながらお

手伝いさせていただこうと思います。本当にこの１年間有難うございました。お世話になりました。

布施美枝子会員：いつから入ったのか忘れてし

まうくらい皆さんと家族的なおつきあいをしてい

る気がします。あっと言う間に半年が過ぎて、皆

様にお茶に親しんでいただけたことが何回かあり

まして嬉しく思っています。個人的なことですが、

今度の日曜日「時雨亭」に於いて「加賀梅鉢茶会

普茶席」を担当することになりました。武藤会員がお点前されま

すので、お時間のある方は是非いらしてください。有難うござい

ました。

新会員ご紹介

井上正雄（いのうえ まさお）様：私は 2004 年から駅前都ホテル２Ｆで精神科・診
療内科のクリニックをやっております。趣味といえば車に乗ったり、美味しいものを食べたり

飲んだりという消費的なことなものですから、社会の役にたてて、更によりクリエイティブな

事をやりたいと思い模索していたところに、北山先生からお話をお聞きして、私のためにある

ような企画だと思い参加しました。よろしくお願いいたします。

矢来正和（やぎ まさかず）様：私は最初本屋に勤めまして、嫁

さんをもらったら仕事がついてきて社会保険労務士をやっています。宮永さんとは小学校から

の同級生で以前から誘われていたのですが、だんだん抜けられなくなりまして、 入会すること

とになりました。丁度今年還暦なもので新しい事に入っていくのにいいかなぁと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

宮永満祐美会長・井口千夏幹事に花束贈呈 事務局 西村有里さんに感謝を
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＜乾杯・食事＞ 炭谷亮一パストガバナー

幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕井口千夏幹事：7/2（木）19：00 ～例会 20：00 ～理事・役員会（次期理事・役員）於：招龍亭

ニコニコＢＯＸ ￥ 18,000- 本年度￥ 559,002- 残高￥ 5,072,417-
宮永会長：一年間本当にありがとうございました。

井口幹事：長くも短くもあった一年でした。多くの経験をさせて頂きありがとうございました。

至らぬ幹事でしたが宮永会長に本当にささえていただきました。ありがとうございます。

岩倉会員：宮永会長、井口幹事 一年間ご苦労様でした。

上杉会員：宮永会長・井口幹事 お疲れ様でした。楽しくて素晴らしい一年有りがとうございま

した。魏会長・大路幹事お元気で頑張って下さい。

大路会員：宮永会長・井口幹事さんお疲れさまでした。慣れない次期幹事の私ですが、精一杯努力しますが、分か

らないことは教えて下さい。

魏 会員：宮永会長・井口幹事、一年間お疲れ様です。また、いろいろとご指導ご協力下さい。布施会員・井上さ

ん・矢来さん、ようこそ百万石ＲＣにご入会ありがとうございます。ご活躍を心より期待しています。

藤間会員：宮永会長・井口幹事おつかれ様でした。魏様・大路様次期よろしくお願いいたします。

武藤会員：宮永会長・井口幹事お疲れ様でした。私事ですが、7/12 から現地の様子をこの目で確認するためネパー

ルに行ってきます。

村田会員：会長・幹事・みなさま 一年間おつかれさまでした。

吉田会員：無事今期も終り、会長幹事役員様ご苦労様でした。来期のご多幸を祈ります。

お礼とご報告

東海林也令子会員：ピアノコンクールのロータリー賞のお礼と入賞者発表 、

齋藤 珠優ちゃん(未就学児)と東谷 葵ちゃん(小 2)に、金沢百万石ロータリークラ

ブ賞が贈られました。

締めの言葉 若狭エレクト

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

パストガバナーからの手紙 225 回 2015.7.2
「自由のアテネ、平等のスパルタ」 炭谷 亮一

古代ギリシャの民主制に憧れたのは、明治の民権運動家（加藤弘文・板垣退助等）ばかりではない。

その比類なく豊かな文化と民主制によって、古代ギリシャ人は、欧米人にとっても、神話的憧憬の対象だった、私

には人類の奇跡としか思えない面が多々ある様に考えている。

しかし古代ギリシャの民主制では政治参加出来たのは自由民（市民）は、我々が今日考えている「市民」とは異な

る基準による、すなわち選ばれた限定的存在だった。古代ギリシャは、自由民の下に多くの奴隷がいる体制で、生

産労働に従事しているのは基本的に奴隷身分の者だった。彼らには参政権はなかった。又女性にも参政権はなかっ

た。

民主制のポリスとして知られるアテネは、元をたどれば「王政」の国として出発し、次第に「貴族政」に移行した。

ポリスには、そう言った経緯をたどった国が少なくなく、王政から、王の親族である貴族たちによる貴族政治に移

行した例が多い。アテネの場合、王は祭祀をつかさどる神官へと変じ、軍事の高官や執政官（アルコン）らが政治

をとる様になり、その任期は紀元前８世紀には１０年、前６８２年には１年とされ、更にその後６人の司法長官が

設けられて、これらの人々が統治する「貴族政」が形作られた。

その後、時代とともにアルコンの人数が増え、「国政の擁護者」としての元老院が設けられ、紀元前４６２年にペリ
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クレスや民主派の領袖エフェアルテスによって、元老院の実権が５００人からなる評議会や民会に移されたことで、

アテネの民主政は完成した。

アテネの民主制の根本原理は市民のあいだに統括者と被統括者の差別をなくすことにあった。だから、それ以降の

アテネでは職業的官僚を認めなかった。

役人の任期は１年とし、重任再任を禁止した。もっとも軍事などの様に特別な経験を要する職務は、１年交代とい

うわけにはいかないので、何度でも重任を認めた。

役人の選任方法としてとられたのは選挙ではなく、クジ引きだった。

行政官選出にあたって、選挙よりクジ引きを「公正で民主的」としたところにアテネの民主制の大きな特徴がある。

以下は現代に生きる我々にも、ちと耳の痛い話で、クジ引きを選んだ合理的理由は、選挙の場合は立候補者のなか

からしか選べないが、そうなると自己主張の強い者（つまり「なりたがる人」）だけが政治家になり、謙虚で高潔な

人柄（「なってほしい人」）は政治家にならないと言う弊害が生じる。これを避けようというのが真意だった。

あまりとんでもない人が選任されでは困るので、悪評の高い人間は追放され、高級財務官僚には清潔で誇り高い第

１級市民に限るなど、いくつかの配慮はなされていた。

アテネの最高の意思決定機関はやはり市民総会であり、法案の審議など行った。

また５００人からなる評議会もあり、評議員に就くのは３０才以上の自由民で、抽選により生涯２度就くことがで

きた。

古代アテネでは、議員はもちろん、役人も名誉職の為原則無報酬だった（現在アメリカの市長・州知事等は無報酬

は禁止されており、前のニューヨーク市長のブルバーグ氏は年に１ドルもらっていた）。

アテネの議員・役人は現実として、拘束期間が長いことから日当制となった（最小限の）。

今ふうにいえば「低コストのボランティア精神」と言えるが、その反面、貧しい市民は実質的に排除されると言う

システムだった。

なお、役人には執務報告書が義務付けられており、その内容は自由民が好きに弾劾していいことになっていたので、

余りあからさまな不正は防止されていた様だ（現在の市民オンブズマンよりもっと強力なのが存在した）。

いっぽう、アテネと並んでよく知られている都市国家に「スパルタ」がある。

「スパルタ」では育つ見込みの低い子供を山に捨てたと言われている。また早くから魏九教育が行われていたが、

そのやり方は厳しく、子供が７才になると母の手から切り離し、３０才になるまで寄宿舎か兵舎で共同生活におか

れた。

その後、適性判定に従って職業別の共同生活が営まれたが、ほとんどの若者は兵士として扱われた。そのためスパ

ルタと言えば無骨な軍事国家というイメージが定着し、厳しい訓練の代名詞として「スパルタ式」の名も生まれた。

それも間違いではないが、スパルタでは主権はダーモス（民衆）にありと早くから考えられており、古代ギリシャ

の諸ポリスのなかでも、いち早く民会の制度を確立させたポリスでもあった。スパルタは紀元前７世紀中頃に２０

年にわたって、メッセニア人との間で戦争をし、その間に市民全体に強い愛国心が育まれた一方、貧富の格差が拡

大した。

そのため、土地所有制度の改変などの大胆な改革を断行し、市民の経済的平等が確立された。又国家行政を行う最

高官職「エフォルス」が置かれ、毎年５人の市民を選挙で選び、重任を認めなかった（王は象徴的存在でしかなか

った）。

「エフォルス」は任期が終わると、執務報告書を出し、不満がある市民にこれを告発できた。アテネもスパルタも

政治を付託した代行者を告発する制度が整っており、これが都市国家の民主主義を保障した。

アテネが自由主義的だったのに対してスパルタは平等主義だったと言える。スパルタの政治姿勢は思想的裏付けは

異なるものの、近代の社会主義ないし国家社会主義にも通じるような側面を持っていた。

さて我々が所属する国際ロータリーは１１０年以上の歴史がある。上記の「自由」と「平等」と言う２つの言葉は

相反する意味を包含している。

しかしこれを国是に掲げる国が存在するのも事実である。わたし的には、戦前から１９９０年頃までの日本のロー

タリークラブは非常に「平等」を重視していたと考えている、例えば「出席の義務化」「職業奉仕の義務化」等かな

りのしばりが存在して。ところが１９９０年以降のロータリークラブは「自由」の方に傾いて来ていると考えてい

る。つまり「女性の入会の認可」「他者への奉仕活動の奨励と実践」等である。

今後も国際ロータリー、日本ロータリー、そして個々のクラブそれぞれが良き伝統を残しつつ、変貌を遂げてゆく

ことだろう。
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STINSON Brady Evan 君（17 才）来る

ブラディ君はアメリカ ワシントン州 シアトルに近い島 Vashon から 2015
年度のロータリー短期交換留学生として

6/28~7/26 上杉輝子会員、吉田昭生会員、金沂秀会員宅でホームステイをし

ます。サクソホンが上手で日本語は可成り勉強されたのことです。

6/28（日)19:55 小松空港に到着します。都合のつく方お迎えにに出て下さい。

（ なお行動スケジュールをたててみました。会員のご参加お願いします。大路孝之副幹事）
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Brady Evan 君歓迎会 6/2918:30 より 秋吉（金沢市高柳町）にて

多くのクラブ会員と家族があつまり、にぎやかに談笑しました。

会員 消息

参加者は ブラディ君

会員 石丸幹夫 上杉輝子 大路孝之 杵屋喜三以満

金 沂秀 魏 賢任 炭谷亮一 藤間勘菊 武藤清秀

吉田昭生

家族 上杉幸代 上杉南月 上杉廉 魏百夏 魏悠暉

齋木彩乃 齋木悠乃 吉田会員お嫁さん 吉田阿実

の皆さんでした。

北山吉明会員

クリニックの待合室はコンサート ホール

「加賀・梅鉢茶会」 布施美枝子会員、武藤清秀会員 6/28（日） 金沢城公園玉泉庵と兼六園時雨亭で開か

れ、布施美枝子会員が薄茶席の席主を務められました。また当日 お弟子さんの武藤清秀会員が初デビュウされ、

堂々とお点前を披露しました。なお応援団は Mis 村田、二木、石丸でした。(石丸恭子記）

6/26 北陸中日新聞

床のお花

未央柳 唐竹蘭 岡トラノオ
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ネパールのソバナです

金沢百万石ローターリクラブの皆様へ、 Tuesday, June 30, 2015 7:19

ネパールから心をこめてナマステ！

ご無沙汰しております。

この度、大地震のお見舞いとして皆様からご支援を頂き、心から感謝申し上げます。

私が百万石ロータリーの奨学生だった頃から大変お世話になっております吉田昭生住職を通じ

て皆様のことをたびたびうかがっております。みなさまには金沢在住のときも大変お世話にな

りました。改めて、ありがとうございました。

私は帰国してからあっという間に 5 年が経ちました。この間、日本で身に付けた知識や経験をフルに生かし、在ネ
パール日本国大使館で働いております。日本とネパールの架け橋になる夢は半分以上叶いました。

私生活の面においては、ご存知のように 4月 25日に起きた大地震と今日まで続いている余震によってとても落ち着
かない日々が続いています。

この大地震によってネパールの誇りであるたくさんの世界遺産が破壊すると同時に、ネパールの国民は大きな被害

を受けるとともに精神的なショックを受けました。

今回の大地震は 82 年振りの地震だったため、われわれは心の準備がまったくできていなかったです。ご存知のよう
にネパール全体で教育を受けている人口率が少ないため、自分たちの国は実は地震大国であること、ネパールの下

で常にインド・オーストラリアプレートが北上し、アジアのユーラシアプレートの下に沈み込んでいるという事実

を把握している人口も少ないです。

そのため、日頃から地震に備えて工夫することや、耐震技術に優れた建物を建てるなどの準備がまったくできてい

ないです。

これを期に私たちネパール人も地震に対する知識を深めると同時に、さまざまな天災を乗り越えた日本からさらに

多くのことを学ばなければなりません。

とにかく、ネパールの復興・復旧にはかなりの時間がかかりそうです。まだ憲法すらしっかりとできていない国な

ので、法整備やシステムもしっかりしていない段階でこのような天災にあいました。本当に悲惨な状況が続いてい

ます。

私たちのように都会に住み、職についている人たちでさえも大変苦しい生活を送らざるをえない状態です。地方の

村々に住んでいる人たちはもっと厳しい状況におかれています。

私は皆様から頂いた支援を少しでも有意義なかたちで使えたらと考えております。

今、雨季に入り、避難中の人々は飲み水や、電気、公衆トイレなどの基本的ライフラインに困っています。

食べ物や、薬などは、お金さえあれば高値でも手には入ります。しかし、水などはお金があっても溜めるタンクな

どがないから大変不便になっています。近いうちに、周辺の村の数箇所で 10000 リットルが入るプラスチック製の
大きなタンクを設置できないかと調査中です。

また、連絡させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いします。試しメールのつもりでしたが、長くなり

ました。

ソバナ・バジュラチャリヤ

E-mail: shovana.bajracharya@km.mofa.go.jp

クラブ例会予定 2015-2016年度
7/2 会長所信表明 招龍亭

7/9 金沢芸術創造財団 裏紙光太郎様

7/16 金沢ボランティア大学校 岡田宣之様

7/23 ときわ病院長 炭谷信行様
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グラジオラス

2015 ～ 16 役員・理事・委員会

(役員） 会長：魏 賢任 ｴﾚｸﾄ：若狭豊 副会長：上杉輝子 幹事：大路孝之 副幹事：武藤清秀

会計：西村邦雄 直前会長 宮永満祐美

（理事） 東海林也令子（クラブ管理運営委員長） 水野陽子（奉仕プロジェクト委員長）

金 沂秀（会員組織委員長） 藤間勘菊（広報委員長）

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：東海林也令子 副：稲山訓央

親睦：○武藤清秀 二木秀樹 川きみよ 金沂秀 杵屋喜三以満 後出博敏 大沼俊昭 相良光貞 高田重男

辰己クミ 若狭豊 山崎正美 竹田敬一郎

例会：（プログラム/出席）○井口千夏 江守巧 宮永満祐美 水野陽子 吉田昭生

SAA：○稲山訓央 西村邦雄 宍戸紀文 ニコニコ：○布施美枝子 宍戸紀文

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討○江守巧 岩倉舟伊智 富山西 RC との交流岩倉舟伊智 藤間勘菊 木場紀子

直前委員長：二木秀樹

金沢北 RC との合同例会 ○二木秀樹 杵屋喜三以満

その他友好クラブとの交流 ○石丸幹夫 藤間勘菊 村田祐一 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長：水野陽子 副：川きみよ

職業：○村田祐一 二木秀樹 井口千夏 若狭豊 永原源八郎 谷伊津子

社会（新世代・青少年を含む）：○永原源八郎 北山吉明 東海林也令子 武藤清秀 谷伊津子

国際：○炭谷亮一 世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ○炭谷亮一 岩倉舟伊智 西村邦雄

描き損じハガキ ○江守道子 米山奨学会 ○藤間勘菊

青少年奉仕 ○上杉輝子 国際青少年交換(日韓など）○上杉輝子 金沂秀 吉田昭生

直前委員長: 北山吉明

会員組織委員長：金沂秀 副：井口千夏

会員増強：○大路孝之 江守道子 石丸幹夫 岩倉舟伊智 野城 勲 宮永満祐美 炭谷亮一

永原源八郎 高田重男 修練 北山吉明 江守巧 石丸幹夫 木場紀子 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：宍戸紀文 広報：○上杉輝子 石丸幹夫 ロータリー情報：宍戸紀文

藤間勘菊 布施美枝子 会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：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、日台親善会議実行委員会顧問 Ｒ米山記念奨学会委員会カウ

ンセラー 炭谷亮一 社会奉仕委員会委員長 谷伊津子 危機管理委員会委員 石丸幹夫 広報委員会委員 藤間勘菊

日台親善会議実行委員会 宮永満祐美 Ｒ米山奨学会委員会委員（米山奨学金/学友会担当）大路孝之

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 大路孝之


