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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．国 歌 『 君が代 』

２．ロータリーソング

『 我等の生業 』

３．四つのテスト

４．魏賢任会長挨拶 皆さん明け

ましておめでとうございます。先週

木曜日「新年合同例会」に沢山の皆さまのご参加をい

ただき感謝しております。有難うございます。今日が２０１６年第一回目のクラブ例会でございます。会長任期も

あと半年となりましたが皆さんのお力を借りて精一杯挑戦していきたいと思っています。会員増強は目標まであと

７名です。この目標を実現したいと思っております。よろしくお願いいたします。さて、お正月はいかがお過ごし

でしたか。私は新正月は休みがいただけないので、旧正月（2/6が大晦日、2/7がお正月）の頃に２～３日程休みを

をいただこうと思っております。良い一年となりますことを心より祈念いたします。

１）ゲストのご紹介 〔卓話者〕中川 耕二（なかがわ こうじ）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）今月の誕生者の紹介

７日生まれ 石丸 幹夫（いしまる みきお）会員

１９日生まれ 野村 礼子（のむら れいこ）会員

３１日生まれ 谷 伊津子（たに いつこ）会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

・本日例会終了後、「梅の間」におきまして理事役員会を開催いたします。

・おひとつずつお配りしたチョコレートは、昨年７月上杉会員宅でホームステイをしていたブレデ

ィ君から贈られたクリスマスプレゼントです。

・現在お使いの例会用名札について、年数経過により劣化している物もあり、新しい物に更新の準

備をしておりますが、男性の場合、胸ポケットに差し込むタイプからクリップで挟む形式に変更と

なります。現在お使いの差し込むタイプの名札をご希望の方は事務局までお申し出ください。

〔委員会報告ほか〕

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0813 2016.1.21
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12月の平均出席率は67.35%稲山訓央 SAA
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上杉輝子会員：2/25卓話に金沢医科大学准教授の赤澤先生をお招きいたします。百万石ロータリーの

入会についても脈がおありのようです。先生は女性専門の病気を研究していらしゃいまして、是非沢山

の会員さんにお聞きいただき、賑やかにお迎えした方が加入いただく可能性も深まりますので、お出ま

しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

稲山訓央会員：昨年7月にラジオ深夜便に出演させいただきましたが、そのアンコール放送が今週日曜日の朝４時

にあります。もし起床されておられましたらＮＨＫラジオを聞いていただければと思います。

ニコニコＢＯＸ ¥18,000- 本年度¥433,000- 残高¥5,992,074-
魏賢任会長：皆さま、こんばんは。そして、新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い

します。中川先生のお話を楽しみにしています。

大路孝之幹事：中川先生、八田技師にかかる卓話、よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：誕生日のお祝ありがとうございます。

上杉輝子会員：中川先生ようこそ、宜しくお願いします。私は何もしてないのですが孫の廉が

アジア国際ピアノで金賞頂きました。本当にありがとうございました。

杵屋喜三以満会員：中川様本日の卓話、たのしみに致しております。今年も皆さまよろしくお

願い申し上げます。

東海林也令子会員：ショパン国際ピアノコンクールインアジアのコンチェルト部門アジア大会

で上杉廉君がみごと金賞を受賞しました。今年もよろしくお願いいたします。

炭谷亮一会員：今年もよろしく。

水野陽子会員：皆様あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

村田祐一会員：本年も宜しくお願いします。今日は午後から孫と充分に遊びましたので、例会出席します。

講話の時間

『 八田與一技師顕彰経緯と烏山頭ダムの特徴 』 中川 耕二（なかがわ こうじ）様

紹介者：大路幹事 中川耕二さんは金沢生まれ、第四高等学校理科甲類を終了され、金沢大学理学部

を卒業の後、愛知用水公団、農林省、地質調査会社に勤務されました。現在、八田技師を慕い「台湾と

友好の会」の世話人・顧問をされております。私と中川先生の関係は古く、私が金沢市役所にいた時に

中川先生に「金沢市まちづくり専門員」を務めていただいてからになります。今日はよろしくお願いい

たします。

講話：

太平洋戦争後の台湾で八田技師顕彰が表立ってきたのは、昭和 24 年より 62 年にかけて布告さ

れていた戒厳令の下での昭和 50 年の蒋介石総統死去後である。日本では昭和 53 年頃より知ら

れるようになり、金沢では昭和 60 年より顕彰運動が行われている。昭和 63 年に蒋経国総統が

死去し李登輝総統時代になって、さらに知られるようになってきた。

烏山頭ダムの特徴として、①地震に強いロックフィルダムであり、河川敷堆積物を採取してセ

ミハイドロリックフィル工法で施工され、マルチゾーンタイプの堤体になっていること、②ダ

ムの中心にコンクリート壁を設置して堤体と基盤との境界からの漏水を遮断していること、③

中心コンクリート壁を天端までとせず、堤体を通過する浸透漏水をスムースに堤外に排出する

ための排水暗渠装置が設置され、浸透漏水量が常時で毎分 540 ～ 840 ㍑であること等が挙げられ、それらのことに

よって堤体は強靭なものとなっている。また貯水池の特徴として、①最大限の貯水量を得るために堤高を 56 ｍとし、

そのことによって貯水が溢流する 3 ヶ所の鞍部地形のところに堤高 6 ～ 12 ｍの副堰堤を造っていること、②ダムは

支流に造られ本流から水を引き込んでいること等が挙げられ、それらのことによって、今も豊富な貯水量が保たれ

ている。

点 鐘

パストガバナーからの手紙 249 回 2016.1.21
「日章丸事件と日本イランの未来」 炭谷 亮一

第二次世界大戦後、イランは独立国家として歩みはじめたが、肝心要の石油資源を主としてイギリス資本に牛耳
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られて（アングロ・イラニアン社、ＢＰの前身）、国と国民が潤わない状況にあった。そこでイランは苦肉の策とし

て石油の国有化を宣言し、石油関連施設などを接収した。

当然これにイギリス政府は猛反発し、ペルジャ湾に軍艦を派遣しイランを威嚇し、イギリス政府は「石油を買い付

けに来たタンカーは撃沈すると」宣言した。時さしイタリアのタンカーが拿捕されると言う事件も起こった。

この様なイギリスの横暴な行いは、戦後間もない混乱期とは言え、国際的な大問題に発展した。こうして石油の国

際市場から排除されたイランは経済破綻寸前まで追い込まれ、同じく輸入をメジャーに頼っていた日本も石油の高

騰に苦しめられていた。

そんな状況を打破しようと立ち上がったのが民族資本系の石油会社である「出光興産」だった。当時の日本は国際

社会に復帰したとは言え、アメリカの強い影響下にあり、石油を自由に輸入出来ない環境にあったが当時の出光興

産社長、出光佐三はイギリスが行っている制裁に、国際法上の正当性はないと判断し極秘裏にイラン政府と交渉、

世紀の石油買い付け作戦を開始した。

１９５３年３月神戸港を出港した「日章丸」は航路を偽装し、イギリス海軍の警戒網をかいくぐり、イランのアバ

ダン港に到着した。この事実にイギリス政府は激怒して警戒網を強化するが、日章丸はルートを迂回しながら、イ

ギリス海軍の監視をかいくぐり、ついに拿捕されることなく帰国した。

イランの人々は何も出来ない自分たちに代わり、日本が一矢を報いてくれたと大熱狂したと言われている。

イギリスのイラニアン社は出光が輸入した石油の所有権は自社にあると主張して、東京地裁に提訴したが、最終的

に棄却の判決により出光の勝利に終わっている。この出光の偉業は戦後間もない日本が国際社会の中で存在感を見

せ、日本国民を勇気づけた事件であった（残念ながら私は当時５歳で全然記憶にない）。

結果的に当時欧米の石油メジャーのカルテルは強力で世界の石油市場を牛耳っていた中、日本が一石を投じる結果

となり掟破りの張本人となった。この様な歴史もあり、日本とイランの友好関係は現在でも保たれている。

さて２０１５年７月１４日イランはＩＡＥＡ及びアメリカをはじめとする６ケ国の間で「核開発を１０年以上にわ

たって大幅に制限し、引き換えに米欧が経済制裁を解除する」と言う最終合意が成立した。この合意をうけ、国際

社会の５年に及ぶ経済制裁が解除されることとなった。

日本はイランにとって第２位の原油輸出先であったが国連決議を受けた日本政府からの民間輸入業者への要請によ

り、イラン産石油の輸入シェアを大きく低下させざるを得ない状況であった。更にイランのアザデガン油田開発の

利権も日本は手放さざるをえなかった。今後イランが核開発の中止合意を履行すれば、経済制裁が解除され、石油

精製・油田開発の海外からの投資にはずみがつき１０年後にはアメリカと同等の日量９００～１０００万バレル原

油増産レベルに引き上げることも十分可能となる、もちろん埋蔵量もアメリカの３倍あると言われている。そして

天然ガスに至っては世界一の埋蔵量があり、もちろん日本も投資参入し、過去からの良好な関係を維持し、Ｗｉｎ

Ｗｉｎの関係となるだろう。

少し前にはイランが国際関係悪化に伴いホルムズ海峡に機雷を敷設し、それを日本が集団的自衛権を行使して機雷

除去の為に海上自衛隊が出動するなどと言う悪夢は霧散し、以前にも増して友好関係は拡大深化することだろう。

だが、イラン人と日本人とが個人的に親しくなるのは可能だが国全体として見た場合、なかなかそううまく行きそ

うにない。長年懸念されてきた人権問題だが、シーア派の盟主イランでは原理主義が巾をきかせ近代化を拒否して

いる。例えばイラン問題を担当する国連の特別報告では、今でも目のくり抜きや手の切断と言った報復刑やムチ打

ち、残忍な拷問が横行しており、言論の自由も著しく制限されており活動家やジャーナリストの投獄もさかんに行

われている。

死刑の件数も人口一人当たり世界で群を抜いており昨年は１０００人以上が処刑されている。いわんや女性問題は

更に厳しく女性はイスラム法にしばられており例えば夫婦間でも妻はいかなる家庭内暴力に耐え結果傷害致死にい

たろうとも理由さえイスラム法にのとっていれば夫はおとがめなしの様だ。

いやはやいまのところは石油と天然ガスのみの関係に特化してつき合った方が良さそうだ。

韓国南光州 RC 朴天學先生よりのメール 寄付と 仙台での寄贈式へ招待への返事

東日本被災地域図書寄贈の件は南光州クラブ3000＄、3710地区2000＄合計5000＄をPartnerとして参与することを確定しました。

今年10月に韓国内姉妹クラブである南ソウルクラブと行つた地区補助金事業の公文を（南ソウルクラブの）別に郵送しますからご参

考して、百万石クラブで公文をお送りくだされば必要な時送金できます。寄贈式参席は相談してみます。 16－17年度崔彰仁会長が

任期中百万石クラブ訪問を計画しております。その折は宜しくお願いします。 新年を迎え家族皆様のご多幸とご健康をお祈りいた

します。 朴 天 学

－－－米山だより－－－
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国際大会に出席しましょう 五つの理由

1.リーダーと出会う
K. R. ラビンドラン RI会長をはじめとするロータリーのシニアリー
ダーや、その他のゲストスピーカーによる素晴らしい講演をお聴き

いただけます。

2.新しいアイデアを学ぶ
世界各地のロータリー会員、国際ロータリー職員、各分野の専門家

が企画・運営する分科会に出席し、プロジェクトの立案方法、ファ

ンドレイジング（寄付推進）、ソーシャルメディアなど、ロータリ

ーの隅々まで学びましょう。

3.新しい友人と出会う
友愛の家で、同じ趣味や職業、関心をもつ人たちと知り合い、クラブの枠を超えたネットワークを築く。生涯の友

人との出会いがここにあります。友愛の家では、韓国料理を味わえるだけでなく、韓国の伝統文化に触れたり、韓

国ロータリアンや地元企業が出展するブースで最新テクノロジーを体験することもできます。

4.旧友との再会を楽しむ
研究グループ交換で知り合った旧友、以前に世話をした青少年交換留学生、姉妹クラブのロータリアンとの再会を

楽しむ。懐かしい顔にばったり会うということも、国際大会の醍醐味の一つです。

5.異文化に触れる
地元ロータリアンから成るホスト組織委員会が企画したツアーに参加して、ソウルだけでなく、韓国内のさまざま
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な見どころを見学しませんか。ホストホスピタリティーの夕べでは、地元ロータリアンのほか、世界中から集まっ

た仲間たちとの交流が楽しめます

韓国南光州 RC 李庠根(イ サングン）先生を偲んで

昨日（15日）李庠根先生がお亡くなりになりました。葬儀は17日（日）に3710地区葬で厳粛におこなわれました。

（2016.1.16 朴天學）

先生とは昭和 57 年（1977）にはじめてロータリーの縁でお宅へ訪問し、奥様やご家族の大歓

迎を受けから 34 年になりました。ここ１~2 年パーキンソン病で苦労されおられたの事でした

が、それまでは 80 才になられてもかくしゃくとしておられ、金沢市に二ヶ月以上も住まわれ、

金沢医科大学で老人病の勉強をされました。ロータリーでは朴天學先生と共に金沢百万石 RC
との姉妹クラブ活動を積極的に行われ、既にマッチンググラントを 3 回実施されました。炭谷

亮一先生の企画の 4 回目を見ずになくなられ残念です。また日本のロータリー活動の米山奨学

会に協力され、多くの寄付をなさいました。本当に残念です。御冥福をお祈り申しあげます。

2016.1.16 石丸幹夫

来「Jubilee of Rotarians」
来るる 4 月 30 日、フランシスコ教皇がバチカンのサン・ピエトロ広場で行うミサで、ロータリアンとその友人・家

族のために 8,000 席を用意していただけることになりました。このミサは、イタリアの第 2080 地区とバチカンが主

催する「Jubilee of Rotarians」という特別行事の一環となるものです。つきましては、一人でも多くの方にご出席い

ただけるよう、ここにご案内させていただく次第です。

詳しくは、第 2080 地区が立ち上げた Jubilee of Rotarians のウェブサイトをご覧ください。

2016 ソウル国 際大会及び南光州RCとの合同例会に係る韓国訪問についてのアンケート

〔Aコース ・Bコース 共通〕

①5/29 (日）又は 5/30（月）にソウル 近郊において、韓国・南光州RCとの 合同例会を予定していま

す。(詳細未定）

当時の山下公一金沢医科大学理事長と 森本茂人教授と 大沼会員炭谷会員と

李庠根産婦人科前 にて お家族と共に 昭和 57 年 11 月 1 日（1982）

http://echo4.bluehornet.com/ct/78874978:7QwAXbCLN:m:1:2883711575:A9AF17C235842A23ECDC2BDA0327FF09:r
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②概算費用には食事代金・空港からの交通費は含まれていません。

③ホテルのシングル利用をご希望の場合は別途追加料金がかかります。

〔Aコース〕①2016 ソウル国際大会に参加される場合の入場料は次のとお りです。 ～3/31ま ＄375（約

45,000円）で 4/1以降 ＄440（約52,800円）

②ソウル国際大会の大まかな内容は次のとおりです。

5/27（金） 青少年交換役員大会前会議9：00-17：00

5/28（土） 青少年交換役員大会前会議・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ大会 前会議9：00-17：00

5/29（日） 開会本会議(1回目)10：30-12：30 開会本会議(2回目)15：30-17：30

5/30（月） 第2回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

5/31（火） 第3回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

6/1（火） 第4回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -16：30 閉会祝賀会17時-19時

会 場 ＫＩＮＴＥＸ（京畿道高陽市）

〔 Ａコース４泊５日 〕

5/27（金） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/28（土） 内容未定（ソウル国際大会に参加予定）

5/29（日）

5/30（月）

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 49,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×４泊 105,600

¥計 154,750

〔 Bコース２泊３日 〕

5/29（日） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/30（月） 内容未定

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 44,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×２泊 52,800

¥計 96,950

南光州 RC との合同例会について 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、其の時南光州 RC と金沢百

万石 RC の合同例会をいたします。多くの皆様の御出席をお願いいたします。5/29 (日）

又は 5/30（月）にソウル 近郊において、韓国・南光州RCとの 合同例会を予定

南光州 RC 会長宋根鐘ソンクンジョン

金沢市は暴風雨雪 2016.1.19
一部 ＴＶニュースより
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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://100rc.jp/
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)

昭和 57 年 11 月 1 日（1982）李庠根先生宅にて

クラブ例会予定
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）


