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2015年 12月のロータリーレートは１ドル＝ 120円 2016年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

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．ロータリーソング

『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：本日は今月

より新会員となられた上田会員のご

入会を皆さんで心温かく迎えいれま

しょう。昨今、中国の人民元が１１月３０日のＩＭＦ

の承認で５番目の国際通貨になることが決まりました。それによって良い事もあれば悪い事もあります。最近円安

元高で、日本円を中国へ持っていくと一時の６～７割しか両替できませんでしたが、しばらくは元が安くなって中

国で日本円を両替する際には個人としては良いなあと思います。また会社として貿易する時には、元で直接できる

日が来年１０月１日からとなり、それも良い事だと思っています。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕株式会社できる 代表取締役 杉本 英宣（すぎもと ひでのぶ）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）新入会員入会式

上田 喜之（うえだ よしゆき）会員

この度金沢百万石ＲＣさまへ入会させていただくことに

なりました株式会社清幸の上田と申します。少し前に卓話

をさせていただき、皆様の雰囲気を肌で感じ是非入会させ

ていただきたいと思い今日に至りました。まだまだ未熟で

すが、皆様から色々学びながら自分を高めていけたらと思っております。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。

４）今月の誕生者の紹介 ３日生まれ 上田 喜之（うえだ よしゆき）会員

５）皆出席顕彰 該当者なし

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

大路孝之幹事：本日例会終了後、理事役員会を「松の間」にて行ないます。

・来週 12/17は 19時よりホテル日航３ Fにおきまして「年忘れ例会」を開催いたします。
親睦委員等で準備を担当される方は、17：30頃までに会場へお集まりください。
・再来週 12/24は休会です。
・毎年恒例ですが年賀状などの書き損じがでましたら、例会場において 2/18（木）まで収
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集いたしますのでご持参いただけばと思います。

ニコニコＢＯＸ ¥5,000- 本年度¥360,000- 残高¥5,453,074-
魏賢任会長：皆さま、こんばんは。上田さんご入会おめでとうございます。おおいにご活躍下さい。

杉本先生のお話を心より楽しみにしています。

大路孝之幹事：上田さんようこそ百万石ＲＣを楽しんで下さい。杉本様卓話よろしくお願いいたし

ます。

宮永満祐美会員：杉本様ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。

講話の時間

『 新たな知識の力で人と組織を成長させる 』 杉本 英宣（すぎもと ひでのぶ）様

紹介者：魏会長 今日の卓話の先生 杉本様と私は青年会議所の同期です。入会当時２３名の仲間のお一人で、そ

の時から青年会議所で色々助けていただきながら色々な活動も一緒にさせていただきました。プロフィールをご紹

介いたします。

”1964 年生まれ。石川県かほく市出身。星稜高校〜近畿大学理工学部卒。在学中から水中カメラマンとして活動。
繊維加工会社を経営していた父親が病に倒れ実家に戻る。２代目としてバブル崩壊、リーマンショックなどの経済

の大波をうけ、売上が最盛期の５０％に落ち込み会社の整理を４４歳で決断。その後大手歯科商社に入社。部下な

し係長から５年で総務・広報部長まで昇進。長く闘病していた父親の死をきっかけに退社。信成万事「すべての可

能性は無限大。すべてできるを信じきる。」を実践するため「株式会社できる」を設立。北陸で唯一「コーチング」

「マインドマップ」「レゴシリアスプレイ」を組み合わせた人間力、行動力、思考力が向上する研修、セミナーを提

供している。”

卓話概略：経営者の事業の目的は、永続的に事業を継続していくことです。これからの先の労働人口の激減と AI
技術の進捗により、なくなる職業、無くならない職業がありま

す。この時代の大きな変化の中で必要な知識とはなにか？必要

なスキルとはなにか？必要な人材はなにか？

新たな知識をスキル取り入れ企業を成長させる人材教育につい

てお話いたします。

今日は沢山お伝えしたいことや体験していただきたいこともあ

りますが、時間も限られていますので、現状どのような考えを

持っていらっしゃるのか振り返っていただく時間にできればと

思います。研修で色々な所へ行かせて頂きます。以前、大きな

会社へコーチングによるリーダー研修

に出向いた際に、なぜコーチングの手法を使ったリーダー研修をされるのかをお聞きしたところ、各種のスキル研

修がある中で、大きな企業であればあるほど、コミュニケーションが重要視されています。12/1 から従業員５０名
以上の会社にストレスチェックが義務付けられました。これまで国では心が疲れたから休みます、その後復帰する

場合はどうするの？というケアを行っていました。日本の中小企業の内、１ケ月以上休職する人が１人以上いる会

社は何％ぐらいあると思いますか。厚労省によると全中小企業の１０％、５４万社あると報告されています。少な

くとも５４万人そういう人がいるということです。従業員が１ケ月休職するということは会社にとってどれほど不

利益だと思いますか。そこでストレスチェックを始めることになりました。逆にストレスチェックを始めると自分

は大丈夫だと言ってる人から会社に対する不平不満がでやすくなるのではないかと思っています。コミュニケーシ

ョンを円滑にすることによって、少しでもストレスを和らげることができれば、会社にとっての不利益を減らすこ

とができると思います。お手許に「部下とのコミュニケーションチェックシート」をお配りしましたので記入して

みてください。結果はあくまで、皆さんの基準ですので、厳しくつけた方もあればそうでない方もあるので、人と

比べる必要はありません。今日の時点での結果ですので、これを基準にコーチングがはじまります。コミュニケー

ションにも色んな方法がありますが、”五感”を活用する方法があります。人は”五感”を使って情報をアウトプッ

トしたりインプットしたりしています。特にインプットする時にどういう”五感”を使っているかというとまずは

目です。次に耳。”みる””きく”という漢字それぞれ５つあります。”見る 観る 診る 看る 視る””聞く 効

く 聴く 利く 訊く”それぞれに違いがあり、みる方のポジションによって違いますし、相手との距離感によっ
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ても違ってきます。きき方によって相手が気づいて行動するということもあります。お手許の「部下とのコミュニ

ケーションチェックシート」を再度確認いただき、自分はどういうポジションで普段目の前の人としゃべっている

か意識していただくと、コミュニケーションの品質が変わってきます。品質が変わると、休職している人も会社に

出ようかな、休職する前に相談してみようかな、ということがでてくるのではないかと思います。皆さんが他人か

ら言われて嬉しい言葉を１０個あげてみてください。この１０個の言葉を誰かと交換し、それをお互いに言い合う

とテンションが上がって円滑なコミュニケーションに役立つと思います。ぜひ皆さんんの職場等で体験してみてく

ださい。 点 鐘

理事役員会の開催について

日 時 ：１２月１０日(木) 例会後 場 所 ：ホテル日航金沢

５Ｆ「松・竹の間」 議 件 ：1. 次年度理事・役員について 2.
東日本大震災被災小学校への図書寄贈の為のﾏｯﾁﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄについて

3. 地区補助金（ラオス支援）について 4. その他

南光州 RC との合同例会についての案

15-16 年度 3710 地区大会は 2016 年 5 月 28 日－ 6 月 1 日の 2016 ソウル国際大会場である KINTEX
（ソウル近郊高陽市）で 5 月 30 日（月）に開催する予定です。国際大会に南光州クラブでは 45名程

参席し、百万石クラブと合同例会も希望します。

参考 5/29（日）12:00（富山空港）～ 14:00（仁川国際空港） ソウル国際大会場見学 ソウル

市観光

5/30（月） 昼 金沢百万石・南光州合同例会 ソウル市観光

5/31（火）9:20（仁川国際空港）～ 11:00（富山空港）

月と 火の午前のみ 休めばいいので多数の御出席を

2016ソウル国際大会の申し込みについて

5/27（金）小松空港発 日本航空

（ＪＬ－ 188 ）14：25 羽田空

港 発 日本航空（ＪＬ－ 95）19
：45 ソウル 着（金浦）22：05

着後：専用車にてソウル市

内 （ロッテホテル本館））へご案

内 夕食：未定

5/28（土）朝食：ホテル 終日：

大会要項を確認後、スケジュール

を検討します。夕食：未定

5/29（日）朝食：ホテル 終日：2016 国際ロータリーソウル大会 場所／

韓国京畿道高陽市 （韓国国際展示場）夕食： 未定 同 上

5/30（月） 朝食：ホテル 専用車にて空港（仁川空港）へ途中、

韓国食料専門店にてお土産も買えます。

ソウル 発（金浦）8：00 日本航空（ＪＬ－９０） 羽田空港 着 10：10
羽田空港 発 12：25（ＪＬ－ 187） 小松空港 着 13：30

★ 上記スケジュールは、基本スケジュールです。

大会当日の内容、前日のスケジュール及び観光・夕食など未定です。

標記につきまして、参加を希望される方は登録申込書（手書可）を添えて 12/8
（火）までに事務局へご連絡をお願いいたします。

なお、2610 地区の募集人数が５０名（先着順）のため、ご希望に添えない

可能性もありますことをご了承ください。

また期間中、南光州ＲＣとの合同例会が企画されるかもしれませんので、

宋根鐘会長

ソンクンジョン
2016-17 年度 理事・役員

会長 若狭豊

会長エレクト 上杉輝子

副会長 藤間勘菊

宮永満祐美

幹事 武藤清秀

副幹事 大路孝之

会計 西村邦雄

ＳＡＡ 布施美枝子

直前会長 魏賢任

理事

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長

東海林也令子

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員長

川きみよ

会員組織委員会委員長

金沂秀

広報委員会委員長

宍戸紀文

常任理事 石丸幹夫

吉田昭生

木場紀子

オブザーバ等

パストガバナー 炭谷亮一

パスト地区幹事 岩倉舟伊智
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そのことも視野に入れてください。

以上、急なご連絡で申し訳ありませんが締切日厳守でお願いいたします。

年忘れ例会のご案内 クラブ管理運営委員長 東海林 也令子 親睦委員長 武藤 清秀

１．日 時 12月 17日（木）19:00開会（～ 21:30頃） ２．場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ルミエール｣

３．会 費 (1)会員 6,000 (2)同伴者 9,000 (3)お子様（大人料理）6,000 円(4)お子様（子供料理）4,000 円

４．その他 (1)ｵｰｸｼｮﾝに出品される方は、別紙出品用紙を添付の上、当日品物をご持参下さい。なお時間の関係

上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

パストガバナーからの手紙 246回 2015.12.17
「イエス・キリストは実在したか？」 炭谷 亮一

いわゆる３大宗教と言われている、キリスト教、イスラム教、仏教の開祖（教祖）とされているのは、キリスト

教では神の子「イエス」、イスラム教では「ムハンマド」そして仏教では「ブッダ」この内実在が疑問視されている

のは「イエス」である（但しムハンマドは瞑想中に大天子ガブリエル（神）からイスラム教の啓典「クアルラーン」

を啓示され暗記しただけで、ムハンマド自身の悟りではない、まあ教祖の代理人みたいなもの）。自称神の子「イエ

ス」をキリスト教と何んら関係のない傍観者の私がイエスが実在したのか或いは虚構であったのか客観的に検証を

試みた。

とにもかくにも、キリスト教の経典である旧約聖書或いは新約聖書にしても内容は奇蹟のオンパレードである。

やや話はそれるが、宗教とは何かと問われればロータリアン諸君何んと答えるか？かの有名な知の巨人「マックス

・ウェーバー」は宗教とは行動様式（エトス）であると定義している。容易な言葉にすれば宗教とは、ものごとの

善悪を教えるもの、規範を与えるものと言い替えることが出来る。規範とは、「こうしろ」「あれはするな」と言う

命令（禁止）である。そしてイスラム教には「こうしろ」「あれはするな」と言う人間の外面的行動に関する規範が

多々存在する。蛇足ながらユダヤ教にもイスラム教と同様に規範が存在する。

一方キリスト教には行動規範は何んら存在しない。もちろん新約聖書にも存在しない。それ由にキリスト教の場合、

いかに熱狂的な原理主義者といえども、外面的な行動が束縛されることはない。

束縛されるのは自己の内なる良心によってのみである。そしてキリスト教の信仰とは人間の内面における神との対

決なのである。神が行った奇蹟の数々を信ずることが出来るかどうかである。「聖書」に規範はほとんど存在しない。

多くは奇蹟のオンパレードで、イエスが起こした奇蹟がデモンストレートされいる。

はじめて聖書に接した人には、余りにも奇蹟の押しつけに、ヘキヘキさせられるものだ。

常識的いや科学的センスからすると聖書の奇蹟は、イヤハヤ何んとも馬鹿げている。そして神父さんや牧師さんの、

素晴らしい人格にうたれて入信しようと思ったが、聖書の余りの荒唐無稽さに呆れ返って、キリスト教の入信を思

いとどまったと言うケースが多々存在する様だ。

さあ本題に戻るとしよう。以上キリスト教の多々ある奇蹟の中で、人類史上いや人間の常識はたまた科学的な観点

から絶対にありえない！！二大奇蹟が存在する。

「イエス」の母マリアの処女懐妊であり、もう一方は「イエス」の死からの復活である。この二大奇蹟は、この地

球が誕生して４６億年いや宇宙１３８億年の歴史の上においても、絶対にありえない出来事である。もっとも宇宙

の誕生時に、つまりビックバンの直前に「神」のひと突きがあったとする人々もいる様だが。

前者の母マリアの処女懐妊は医学生物学的には絶対に絶対にありえず、想像するに母マリアが寝ている間に近親者

もしくは村の若者が懐妊させたのだろう（現代では人工授精と言う一法もあるが）。

後者の死からの復活（再生）であるが、キリストが刑場で十字架にはりつけられ槍で刺されて処刑され、三日間晒

されたとされているが、想像するに死亡の確認は行われなかったのではないかと考えている、当時の医者が十字架

にハシゴをかけて死亡を確認したとは考えずらく、多量に出血してグッタリした状態であり、ただちに死亡しなく

とも三日も十字架にはりつけられて晒されれば死は免れないと刑の執行者もヤジ馬も考えたはずである。そして三

日後にイエスの弟子達によって十字架から降ろされた時は皆死亡したものと考えていた。ところがさすが神の子「イ

エス」実は脈がかすかに残っており（医学的には最高血圧５０～４０位い）仮死状態でおそらく弟子達は必死にそ

れこそ死にものぐるいで人工呼吸、心臓マッサージそして少量の水分補給を行った結果、意識は戻ることはなかっ

たが数日間生き延びたのであろうその間「うわ言」をイエスが発すれば、これまた何んと御利益のある主イエス様

の有り難いお言葉なのかと弟子たちは感激したのであろう。

以上がイエスの復活（再生）のストーリーではないだとうか。
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聖書には回復して４０日間、弟子たちを訪問して教えをたれ、その後に死亡

したとあるが神の子「イエス」を演出する為の誇張だったのだろう。

以上私は「イエス」は実存したと考えている。さて来週の木曜日は「イエス」

の２０１６回目の誕生日である、キリスト教の開祖「イエス」の生誕を祝い

たいものです。

“Merry Christmas”
”Happy New Year”
”See You Next Year

”

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 井上正雄 矢来正和 表靖子 野村礼子

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

クラブ例会予定

12/10 杉本 英宣様

株式会社できる 代表取締役

12/17 年忘れ例会ホテル日航金沢

12/24 休会

2016 1/7(木）18:30 新年合同例会

ホテル日航 4F
1/14 中川耕二様 地質学者

1/21 太田 豊様 雅楽奏者

1/28 笠原寿郎様 金大付属病院

医学博士・臨床教授

5/30（月）南光州合同例会（ソウ

ル近郊高陽市）
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