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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

「Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう

2015 ～ 16 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長

「ロータリーを楽しむ」

国際ロータリー第 2610 地区 2015-16 年度ガバナー 柳生 好春

「楽しく活気のあるクラブを目指して」 金沢百万石 RC 会長 魏賢任

点鐘
１．国 歌 『君が代』

ソング 『 それでこそロータリー 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長 挨拶

今日も多数のご参加と盛り沢山の内容、

それから浦上先生の卓話をオープンロータリーの頃より楽

しみにしておりました。昨日は金沢港に中国・上海からの観光船で約千人が来まして、石川県内の観光と爆買いで

品切れが相次いだようです。今、中国の株式市場は暴落から乱高下し、先行き心配する声もありますが、暴落につ

いては人為的な操作があったと言われております。昨日の時点で判明したのは、浙江省・温州の商人、いわゆる中

国のユダヤ人といわれている人達が中国株式を牛耳っていると言われ、しばらく調整期になるであろうということ

です。株式市場は高ければ下がる、低ければ上がるというのが世間の常識・道理ですので、いきすぎれば調整に入

るということでしょうか。最近日本の株価も上がっておりますし、日本経済・中国経済を見守っていきたいと思い

ます。

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕公益財団法人 金沢芸術創造財団 理事長 浦上 光太郎（うらかみ こうたろう）様

〔アメリカ短期交換学生〕Brady Stinson（ぶれでぃ すてぃんそん）さん

２）ビジターのご紹介 〔地区大会ＰＲ〕野々市ＲＣ 本田英夫（ほんだ ひでお）様 織田英也

（おだ ひでや） 様

３）新入会員入会式 矢来 正和（やぎ まさかず）様 前回欠席いたしまして、

今日から皆さんの仲間と言う形でやらせていただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

４）皆出席顕彰 ２ｶ年 稲山訓央（いなやま くにお）

会員

《 食事 》
４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：①ガバナーノミニー候補者推薦に

ついて、８月末までという文書が届いておりますのでご案内いた

します。②社会奉仕事業のうち、地区補助金を受けての「子ども

夢フォーラム」支援事業でエアコン設置が完了いたしましたのでご報告いたします。③同じ

く「ラオス IT センター」支援事業に感動を受けたということで、ウエーブシステムの川並様

よりニコニコボックスへ１０万円ご寄付いただきました。多額の貴重なお金をいただき有難

うございました。
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〔委員会報告〕石丸幹夫会員：会報編集について、今日の記事は韓国の南光州 RC クラブ 45 周年記念と会長並び
に役員の就任式の写真が届きましたので載せました。新しい会長は宋根鐘（ソン・クンジョン）様、前の会長は金

成洙（キム・ソンス）様でした。記事を見ますと非常に華やかにやっていらっしゃいます。また、時々スペースが

あると花の写真を載せていますが、庭に咲いたさりげない花の写真を送っていただくと季節感が出ていいかと思い

ます。よろしくお願いします。

谷伊津子会員：社会奉仕委員会からのお知らせでございます。今ほど、国旗注文の回覧をいたしてお

ります。お持ちの方もいらっしゃるかと思いますけれども、買いそびれていらっしゃる方はこの機会

にお願いいたします。それから一昨年も協力しましたが、石川県の「アクションプラン 2015」につい
てご説明いたします。P2.P3 の質問を 9/30 までに回答いただくことと、ｐ 6 は 11/30 までに電気の使
用料などについての調査です。ご家庭でご相談いただき協力いただけばと思います。

稲山訓央会員：ＮＨＫの全国放送でラジオ深夜便という番組があります。ひょんなことからお声がかかりまして、

7/20朝 4：00から１時間の特集放送されます。よろしければお聞きになってください。

５．ニコニコＢＯＸ ¥109,000- 本年度¥142,000- 残高¥5,214,417-
ウエーブシステム川並正様：ロータリーでボランティアに役に立てれば幸いです。

野々市ＲＣ本多様・織田様：10月 24・25日の地区大会には皆様のお越しをお待ちしております。
多数のご登録にご協力下さいますようお願い申し上げます。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。浦上先生のお話を楽しみにしています。野々市ロータリークラ

ブからお越しの本田様、織田様、ようこそ！地区大会を宜しくお願いします。ブレディ君、日本

・金沢をエンジョイしていますか。

大路孝之幹事：浦上様、金沢にとって「文化」の大切さについての卓話、楽しみにしています。

藤間勘菊会員：浦上様今日はようこそ。卓話楽しみにいたしております。本田様。織田様ようこそ。

宮永満祐美前会長：お礼が遅くなりました。先日慰労会ありがとうございました。浦上様 本日よろしくお願いい

たします。

６．地区大会ＰＲ（野々市ＲＣ本田様・織田様） 2015年 地区大会は 10/24～ 10/25
皆さんこんばんは。私共、野々市ロータリークラブはガバナーを輩出して

いるクラブですが、地区大会は白山ロータリークラブがホストとなります。

そこで野々市ＲＣ・白山ＲＣ・白山石川ＲＣが地区内６５クラブ全てにお

願いに回っている次第です。皆さんご承知のとおり柳生ガバナーの熱意・

情熱の中で、講演会講師には五木寛之さんに１年前からお願いをしており

ます。女性にも人気のある講師ですので、地区大会にはこぞって参加・登

録いただきたいと思っております。また懇親会につきましては、白山の地

酒をたっぷりと飲める様ご用意しておりますので、お値打ちな懇親会また

講演会となるかと思います。前日には奉仕の心、弱者に対する援助につい

ての講演会も開催いたしますので、金沢百万石ロータリークラブの皆さん全員がご参加いただけば有り難いと思い

ます。よろしくお願いいたします。

講話の時間

『 文化四方山話 』（ぶんかよもやまばなし）

浦上 光太郎（うらかみ こうたろう）様

紹介者：大路幹事

プロフィール 昭和５２年４月 金沢市役所に奉職 総務課、教育委員会、人事課、秘書課、国際文化課を経て

平成１６年４月 金沢市秘書課長

平成２３年４月 金沢市立工業高等学校校長

平成２５年４月 公益財団法人金沢芸術創造財団理事長
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講話：ご紹介いただきました、金沢芸術創造財団の浦上です。

先日は、オープンロータリーにお招きいただきましてありがとうございました。感謝してお

ります。金沢百万石ロータリークラブは、金沢の数あるロータリークラブの中で、一番新し

いクラブであり、最も活発で元気な活動をなさっておられるクラブとお聞きしています。本

日、お集まりのそうそうたるお顔ぶれを拝見致しますと、さもありなんと思います。会員の

皆さまが、それぞれ多様な分野で活躍なさりながら、クラブでも奉仕の精神を実践されてお

られることに心から敬意を表します。

そしてこのたびは藤間勘菊ロータリアンに金沢百万石ロータリークラブ第７９４回例会で卓

話をというお招きをいただきました。大変光栄でありますとともに、私などで良いのかとも

思います。３０分のお時間ですが、私の今の仕事に関係する金沢市の文化政策について話をさせていただきます。

初めてお目にかかる方も沢山いらっしゃいますので、まず簡単に私の紹介を致します。昭和５２年に金沢市役所に

奉職いたしまして、３８年間勤めました。２年前の３月に金沢市立工業高等学校の校長を最後に定年退職いたしま

して、その４月から現在の公益財団法人金沢芸術創造財団理事長を拝命して３年目となります。市役所在勤時代の

半分以上は、前山出市長の側(そば)、秘書課などでの勤務でした。わたくしをご存じの方は、そんな印象をお持ち

でしょう。ひとりの市長を２０年も上司として仰ぐことも珍しいと存じますが、現役退職して財団理事長拝命を報

告した時に一番喜んでくださったのは山出さんでした。「理事長になったら、あちこちで文化の話もせんならんぞ。」

と言われたものです。今回のお招きも、そのような機会のひとつと思っております。

さて、この春３月１４日に、半世紀に亘り、金沢市と金沢市民の悲願でありました北陸新幹線が開業いたしました。

谷本知事、山野市長のお二人とも、「完璧な開業であった。」と言われました。 それからの三ヶ月については、皆

さんご承知のとおりです。金沢駅も一新されました。２５年ほど前、金沢市文化ホールを設計された建築家、故芦

原義信さんの「街並みの美学」という本に日本の鉄道駅の醜悪な例として写真が載ったことがありますが、まさに

隔世の感があります。鼓門からもてなしドームを透かして見える西口までのフラットなコンコース、両側に立つ２

４本の柱に掲げられた一流の工芸作品、格調高く洗練されたホーム、ここかしこに金沢を代表する工芸作品もちり

ばめられています。何よりの注目点は、新幹線ホームが、表玄関である東口の上にあることであります。東京駅は

八重洲口に、京都駅は八条口に、いずれも言ってみれば裏口にあります。大阪梅田には、新幹線ホームすらありま

せん。日本のどの新幹線駅にもない独自性が見られます。名実ともに世界一美しく機能的な鉄道駅の一つと申せま

しょう。なぜ最初に新しい金沢駅を話題にしたかと申しますと、金沢のアイデンティティとしての文化を東京に発

信する出口、文化の集積地である東京から地方に文化を集散する入り口であるからです。

金沢市から指定管理を任されています金沢芸術創造財団の施設は、主なものは８つありますが、まず金沢２１世紀

美術館、そしてそのお隣の金沢能楽美術館、そこに座っておられる私の尊敬する上司でもありました大路ロータリ

アンが館長をなさっている金沢歌劇座、金沢市文化ホール、金沢市アートホール、金沢卯辰山工芸工房、金沢市民

芸術村、来週こちらで卓話をされる岡田さんが創られた金沢湯涌創作の森。これらの施設はその存在と、円滑な運

営を含めて金沢市の新幹線対策の一つであったとも言えます。毎日のように施設を使ったイベントがあり、そして

毎週のようにアクションプランの活動がマスメディアに取り上げられます。それぞれの施設は、きちんと機能して

成果を上げていると申し上げることができます。同時にこのことは上質な市民サービスの提供に他なりません。

一つを例に挙げますと、市の新幹線対策の目玉商品の一つ金沢２１世紀美術館は、設置、設立されて１１年目を迎

えました。１０周年の昨年には記念展覧会としてパリ・ポンピドーセンター・フランス国立近代美術館との共同展

示も行いました。今は、次の１０年に向けて最初の展覧会を開いています。４月から開催していますのでご覧にな

られた方もおられるでしょうが、「われらの時代、ポスト工業化社会の美術」と題したコンテンポラリーアートの展

覧会です。まだご覧で無い方でご希望がありましたら、８月３０日まで、何時でも私がご案内いたしますのでおっ

しゃってください。

金沢２１世紀美術館は、金沢市にとって初めての本格的な公立美術館の設置でありました。その設立コンセプトは、

３つあります、まず公園のように市民に開かれた美術館であること。次に、世界の最先端現代アートの切り口を市

民に提供すること、最後は、金沢市のアーティストを育てることです。このコンセプトは、金沢美術工芸大学や金

沢卯辰山工芸工房と連携して着々と進行、達成されています。ここにおられる大路ロータリアンも、設立までの苦

労の一端を担って下さったお一人です。コンテンポラリーアートの美術館を目指したために石川県の美術界の保守

派を中心にした大きな反対もありました。金沢市に何故現代的な美術館が必要なのか？という理由付けも必要でし

た。理由の一つは、県立美術館との競合を避け、棲み分けを図るということでした。美術館が設置されて世界の注
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目を集め、モダンアートとしての建物の評価もあり、設計者の妋島和世さんと西沢立衛さんは建築界のノーベル賞

とも呼ばれるプリツカー賞を受賞されました。この美術館は国内よりも先に海外で有名になったのです。直径１１

３メートル、高さ１５メートルのガラス張りの建築作品です。屋内の１／３は、パブリックスペースで、朝９時～

夜１０時まで入場できます、幾つもの美術作品を無料で鑑賞することができます。私のおすすめは「ジェームズ・

タレルの部屋」です。ただ白い広い部屋の天井の部分を四角く空へと切り取ってあるだけです。切り取られた空か

らは、雨も降り、雪も降ります。そして刻々と空の色も変わっていくのです。秋元館長もおっしゃっておられます

が、夕暮れ時に行くのがおすすめですね。

２１美の昨年一年間の入場者数は、１７６万人を超えました、兼六園にならんでの金沢の名所です。１７６万を超

える人たちが、皆さん美術品に興味を持たれて入場されるとは思っていません。子どもさんや若者の皆さんには美

術館に来られるのが初めての方も多いでしょう。金沢２１世紀美術館に来て、美術品鑑賞のマナーやエチケットを

身につけて県立美術館やほかの街の美術館を訪問してもらえればと思っています。

もう一つ、財団の施設をご紹介したいと思います。浅野川を見下ろす卯辰山公園内にある金沢卯辰山工芸工房で

す。平成元年に金沢市制１００周年を記念して、加賀藩(かがはん)御細工所(ごさいくしょ)を現代に再興しようと

いう理念に基づいて設置された施設です。加賀藩御細工所と申しますのは、加賀藩三代利常の時代に組織化された

藩主の生活全般にわたる調度品の製作を行う部局です。武具甲冑の製作修復が主要な仕事でした。百万石の加賀藩

は、侍の数が日本一多いわけで、参勤交代に着用した武具甲冑装束の修復だけでも大変な仕事だったと考証されて

います。「金沢では空から謡が降ってくる。」といわれます、これは植木職人が高木の剪定をしながら謡うことを指

していますが、本役兼芸（ほんやくけんげい）といって、藩が細工職人の仕事と同時に能の嗜みを奨励したことに

よります。金沢で５代綱紀の藩政以来盛んな加賀宝生能はユネスコの世界無形文化遺産でもありますが、県立美術

館の嶋崎丞(すすむ)館長は、「御細工人が当時の藩主の参勤交代にお供をして、江戸在住の能役者に弟子入りするこ

ともあった。」と言われています。現代の御細工所、卯辰山工芸工房は「育てる」「見せる」「参加する」をコンセプ

トに、伝統工芸を継承する作家の育成、工芸作品や資料の常設展示、そして市民工房が開設されています。「陶芸、

漆芸、染、金工、ガラス」の５つの工房があり分野の異なる研修生も、日々の生活を共有しながら創作活動に励ん

でいます。金沢２１世紀美術館のギャラリーで催される発表展示は、その初日にオファーが入るまでになりました。

たとえばこの小さなオブジェを１メートルの大きさに創って新築する社屋の玄関に置きたいとか、創作テーブルセ

ットの作品をブランド名をつけて販売したいというようなオファーです。マーケティングの面でも成功してまいり

ました。新しい発想と現代的な作風、伝統の基本を踏まえながらそれを超えていくバイタリティ。金沢卯辰山工芸

工房の存在もまちと文化のエネルギーと言えましょう。

最後に年中無休の金沢市民芸術村をご紹介します。金沢駅から南西に新幹線が白山市の操車場に戻る線路沿いを

１５分ほど歩いたところに金沢市民芸術村があります。 金沢市が生んだ文化施設の１番目が、公立大学法人金沢

美術工芸大学、２番手が、金沢卯辰山工芸工房で３番手が金沢市民芸術村です。来年開設２０周年を迎えます。

旧大和紡績工場の跡地を金沢市が購入し、見事な木組みを残す倉庫群の再生利用を図りました。その結果、新たな

市民芸術の創造活動を行い、市民が気軽に演劇、音楽、舞踊、美術活動などの練習、製作、研修や発表の場として

利用できる創造空間として生まれ変わったのです。ここには町の人たちが芸術活動をする楽しみがあります。新し

い芸術文化の視点を発見する楽しみがあります。優れた芸術作品や新しいアーティストが誕生する場としての楽し

みがあります。そして全国の公共施設として初めて３６５日２４時間開放されました。金沢市が設置し、財団が管

理し、市民が運営する、市民が主役の赤煉瓦の建物です。

さて、北陸新幹線の無事開業を経て、金沢市は次のまちづくりの目標をどこに置くかが迫られています。わたくし

は、これからも金沢市のアイデンティティを全国に、世界に発信していくには、まず「文化」！

歴史文化を大切にし、継承することと景観政策に力を注ぐしかないと思っています。マラソンもサッカーも生活文

化で、とても良いことではありますが、他の町ではできないこと、金沢にしかできないことをしなければなりませ

ん。皆さんにもこのことに大きな関心を持って頂きたいと心からお願いしたいと思います。

このあたりで時間がまいりました、まだまだお伝えしたいことは沢山ありますがまたの機会にいたしましょう。ご

質問、ご意見など後ほどお聴かせください。

これからもこれまで以上に、新たな文化創造への努力を怠らないまち『 金沢』を世界に発信すべく、金沢市民の

生涯にわたる芸術創造の土壌を醸成し、芸術文化の振興に寄与してまいりたいと存じます。拙い話を、ご静聴くだ

さいました魏賢任会長、宮永満祐美前会長はじめロータリアンの皆さまに御礼申し上げて、終わりとさせていただ

きます。本日は誠にありがとうございました。 点鐘
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パストガバナーからの手紙 227回 2015.7.16
「方丈記」～鴨長明の悟り～ 炭谷 亮一

鎌倉時代１２１２年に脱稿した「方丈記」は日本初のエッセイといえる。

今日、日本では随筆も散文もエッセイもほとんど同義語としてあつかわれている。しかし特に随筆とエッセイは厳

密に言えば、多少違いがある。日本において随筆は、雑事を随時に書き綴ったもので、論理性で主張を押しつける

感じではなく、筆のすさびで気軽に思うままに書きつらねたものである。

それに対してイギリスやフランスで盛んなエッセイは、ある主題について不規則でまとまりのない記述、と説明さ

れる。まとまりのある記述ならば論文の範疇に入ってしまうが、そこまではいかない雑書きがエッセイだとされて

いる。その意味では「方丈記」は間違いなくエッセイである。「方丈記」には主題がある、それは我々がよく知って

いる「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず・・・・・・・・・・又かくのごとし」つまり主題は

〈人の世は無常であり、はかない〉であり、世の中のすべてのものは、川の流れにできる泡のようにはかないもの

で、人も人の住む家も同じだと言うのだ。この書の前半は鴨長明は、仏教的無常観をひたすらに説く。すべてのこ

とは悲しくはかない、そして実際にあった大火・飢饉・地震などの天変地異を語るのだ（間違いなく秀逸な災害文

学）。まったく世も末なのだと言う立場から語るので、ある意味冷徹に歴史的事実を語っている。人が安心して身も

心も休める住処なぞ存在しないと嘆いて前半は終わる。

ところで鴨長明は出家する前は、歌才を高く評価され、「新古今和歌集」の編者の一人にも選ばれた。後鳥羽上皇に

下賀茂の上級神職に推薦されたが、反対者がいていまくいかないとなると、彼は宮廷を失踪し、出家し、隠遁生活

に入った。後に将軍、源実朝の和歌の師に推されて鎌倉に下るのだが、ここでも思う様に行かない為３～４ケ月で

又山中の草案に戻ってしまう。鴨野長明の性格はしんぼう出来ない、あきらめの早い、「まあいいやいいや」とすぐ

に逃げ出す軟弱な男だった様だ、「方丈記」の記述の最後の最後になって又、又生来の軟弱ぶりをいかんなく発揮し

て私は失笑し又正直さに驚いた。

それでは後半に入ることにする、一転して、５０代で世捨て人になり、山の中の方丈の庵での静かな一人暮らしの

気軽さ、愛しさ、安らかさを誇るのである。現世での欲望をすて去り、自信の心の内に遊ぶ生き方であり、閑居の

素晴らしさであり、究極的には他者に世捨て人になる幸せを説いている。

ここまでの主題はもちろん〈人の世の無常であり、はかなさ〉である。ところが、鴨長明は「方丈記」の最後の部

分に来て、前述した様に男として、人間としての軟弱ぶりを発揮して以下のことを言い出す。「しかし、仏の説くこ

とは、物事に執心するなと言うことだ。私が今粗末な庵を愛するのも、一人暮らしを喜ぶのも、こだわりではない

か。心から仏の道を進むにしては、私は邪念にとらわれすぎているのではないか。そう自分に問うてみて、答えよ

うが見つからない。ただ、念仏をとなえるばかりである」と。これは言ってみれば、今の今まで世の無常を説き、

いっそ世捨て人になる幸せを説いて来たのを最後になり、ひっくり返したわけだ。つまりこんな程度のことでは人

間、なかなか悟りの境地になれるものではない、とてもとても達観など出来るはずがない。ゆえにもっともっと修

行が必要でありゆえにブッダやジェーサス・クライストは偉大なりと思ったのであろう。鴨長明は偉大なエッセイ

ストではあるが、私と同様に意志薄弱で正直なところがとても好感が持てる。「方丈記」には日本で最初の災害ルポ

タージュが存在する、故に３．１１の東日本大震災以降、売れに売れている。

会員 消息 杵屋喜三以満会員 東京都内で定期演奏会 北國新聞 2015.7.9（木）

第 13 回 日韓親善会議へのお誘い ～更なる交流と親睦

第 13 回日韓親善会議実行委員長 市川伊三夫（東京銀座ＲＣ）

日韓両国の関係は、少しずつ良い方向に向かっているように思われます。今こそロータリーは友愛の精神を発揮

し、より仲良く、より未来指向で良い関係を構築すべきです。ロータリーはいつでも時代の先を歩み続けなければ

なりません。日韓両国が一枚岩のように仲良くなったらと、一緒に想像してみようではありませんか。アジアの中
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で、世界の中での存在感は非常に大きくなります。どうか日韓修好 50 年にふさわしい、良い大会になるようご協力
ください。

先日、今会議の講演者である京都大学総長・山極寿一氏にお会いしましたが、とても素晴らしい人です。皆さん

も積極的に質問をしてください。先生は喜んで回答してくださるでしょう。また「友愛の広場」を充実させ、より

多くの姉妹クラブ、協同の奉仕活動・同好会の親密化を図ります。そして、来年 5 月の国際ロータリー（ＲＩ）国

際大会には、日本から大挙してソウルを訪れるようにしましょう。多くのご参加をお願いします。

◎ 第 13 回ロータリー日韓親善会議 2015
日 時 2015 年 9 月 4 日 13：00 ～
場 所 グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」（東京都港区高輪 3 － 13 － 1）
登録料 1 万 5,000 円（晩餐会含む）各地区ガバナー事務所を通して、7 月 20 日までに申し込みください。
◎ 当日プログラム（案）

本会議

13：00 登録開始 14：00 オープニング 14：20 両国旗入場 両国歌斉唱

14：30 開会点鐘 ―― あいさつ 15：00 日韓親善会議の歴史 15：30 基調講演「ゴリラから見た人類の起源

（仮）」京都大学総長・山極寿一氏 16：30 特別講演（依頼中） 17：30 2016 年ソウル国際大会に向けて 2016
年ソウル国際大会共同委員長・小沢一彦氏 18：00 閉会点鐘

18：30 晩餐会開始

日韓親善委員会事務局:（第 2750 地区ガバナー事務所内）事務局長 松下 昌夫 電話 03 － 3436 － 2750
ファクス 03 － 5472 － 2750 452013 2013 － 15 年度ＲＩ理事 北 清治 2014 － 16 年度ＲＩ理事 杉

谷 卓紀

日韓親善委員会委員長・元ＲＩ理事 渡辺 好政 日韓親善委員会事務局（第 2750 地区ガバナー事務所内）
事務局長 松下 昌夫 電話 03 － 3436 － 2750 ファクス 03 － 5472 － 2750

2018‐ 2019年度 ガバナーノミニー候補者の推薦について

ガバナー 柳生 好春 ガバナー指名委員長 永田 義邦

国際ロータリー細則 第 13 条（13.010.）により、地区はガバナーノミニーを、ガバナーとして就任する日の直
前 24ヵ月以上 36ヵ月以内に選出することが定められています。
従って 2018‐ 2019年度ガバナーは 2016年 6月末までに、ガバナーノミニーに選出されることが必要となります。
指名委員会はガバナーノミニーとして求めうる最上の候補者を探し出し、推薦する任務を負っています。地区内各

クラブは、ＲＩ細則をご参考の上、地区ガバナー指名委員会委員長（ガバナー事務所内）に、ガバナーノミニーを

ご推薦下さいますようお願いいたします。

記 届出内容 ； ①候補者を推薦するクラブの例会で採択、決議し、推薦書にはクラブ幹事の署名が必要

②候補者の履歴、ロータリー歴、顔写真 ③クラブは、自クラブに所属する会員を 1 名だけ推薦できる
推薦締切 ； 2015年 8月 31日必着

提 出 先 ； ガバナー事務所気付 ガバナー指名委員会 委員長 永田義邦

今 カトマンズです。2015.7.13

今、カトマンズです。昨夜、ソバナさんの家に行き、皆さんの元気な様子を拝見して、ほっとしました。大きくな

った伝くんと一緒に撮った写真を送ります。

石丸恭子様 昨日、お陰様でカトマンズで松本千穂さんとお会いすることができ、いろいろお話を伺いました。お

若いのに、NGO 活動で頑張っておられます。一緒に撮ってもらった写真を添付するため、石丸先生のアドレスにぶ
ら下がり、失礼します。 2015.7.13 武藤清秀会員からのメール
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クロユリ 武藤木槿 石丸

キヌガサソウ 武藤 コバイケソウ 武藤
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クラブ例会予定 2015-2016 年度
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

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


