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2016 年 1 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．ソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶

新年が明けてから、国際情勢あるいは経

済が中国の株価暴落や原油安となってい

ます。ガソリンは高い時の1/3まで下がり、国際取引価

格を見たら高い時には１４０ドルだったものが現在２７

ドルとなっています。先日台湾大統領選挙では民進党が勝利し、今後中国との関係も冷え込むことが予想されてい

ます。民進党のイメージカラーが緑で、国民党は深い青で、先程の日台の準備会議の席で、６月の日台会議ではそ

ういう面での配慮も必要かと提案させていただきました。台湾と中国は前進する方向、仲良くやろうと思っている

方も多いと思います。みんながそう思えば世界も平和になるのではないかと思います。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕音楽家・雅楽演奏家 太田 豊（おおた ゆたか）様

２）ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》
４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事より「第５回日台ロータリー親善会議」参加について

6/5（日）につきましては、講演会が県立音楽堂で開催されます。この講演会にみなさん是

非ともご出席をいただきたいと思っております。この対応につきましては、6/2（木）の百

万石RC例会を6/5（日）に振り替えて合同例会という形で行ないたいと先般の理事役員会で

決定しました。それで 6/2（木）の例会は「なし」という形になります。なお、音楽堂での

講演会終了後、ホテル日航金沢で懇親会が開催されますが、そちらについては沢山の方の

出席ができない状況で、一クラブ数名に限られるというのが現状ですのでご理解の程よろ

しくお願いいたします。懇親会にご出席の場合は別途登録料２万円が必要となります。

〔委員会報告〕

金沂秀会員：今度のソウル国際大会の参加について、羽田乗り換えにすると混雑する上に値段が

高くなるので、富山空港発着とし４泊５日コースと２泊３日コースの２コースの希望を聞きたいと

思います。南光州RCとの合同例会も予定しています。ぜひ参加をお願いします。

それと南光州RCの李庠根（イ サングン）先生が亡くなられたという連絡を土曜日にうけました。

会長名で弔電を打って、何名かの会員さんにお声掛けして香典を届けてもらいました。李先生には

日韓親善と百万石RCとの交流に大変お世話になりました。

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0814 2016.1.28

．

第 817 回

ホテル日航 5F
2016.1.21（木）19:00

例会出席率25/43 58.13％

12月の平均出席率は67.35%稲山訓央 SAA
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江守道子会員：

去年もお願いしましたが、書き損じはがきの収集を2/18（木）まで行なっております。皆さんご家庭で

使わなくなったはがきとか切手等ございましたら、ご協力の程よろしくお願いいたします。

５． ニコニコＢＯＸ ¥10,000- 本年度¥443,00- 残高¥6,002,074-
魏賢任会長：皆様こんばんは。太田先生のお話を心より楽しみにして来ました。

大路孝之幹事：太田さん、卓話よろしくお願いいたします。

表靖子会員：太田さん今日はよろしくお願いします。楽しみにしています。

布施美枝子会員：太田さんお久しぶりです。ようこそ百万石ロータリークラブへ。今日の卓話

楽しみにしています。

永原源八郎会員：太田様 本日の卓話楽しみにしております。

６． 講話の時間

『雅楽の伝承 ～伝統芸能におけるリスク管理～』

太田 豊（おおた ゆたか）様

紹介者：表会員 太田豊さんは音楽家で雅演奏音楽家であり、雅楽演奏家として笛・琵琶・左舞を

専門とし国内外での雅楽公演にご出演。笛・左舞を元宮内庁式部職楽部首席楽長安齋省吾氏に師事。

東京藝術大学邦楽科卒業。 また音楽家として様々な楽器を用いて舞台芸術のための音楽を制作し、

多種多様なアーティストと共演をしていらっしゃいます。その他 、仏具「おりん」による北陸新幹

線高岡駅発車メロディーの制作など、和洋のハザマで多岐に渡って活動を展開している方です。私との関係は、先

日卓話されましたナレーターの林 恒宏さんのご友人で、林さんの朗読と太田さんの笛や琵琶など、お二人でコラ

ボされることがあり、家の茶室で夜話をされたことがきっかけです。

講話：私は 16 歳の時 から 雅楽を習い 始め、現在は雅楽の演奏家として 様々な場所

で活動させいただてます。雅楽は 日本の伝統文化としてだけでなく、世界の古い音楽を

研究する上で 非常に貴重な存在です。なぜなら 1000 年以上前の音楽 が 楽器も、楽譜

も、資料も、演奏家もすべ

て揃って保存されているか

らです。多くの国々では

戦乱などの 影響で 全く判

らなってしまっ た音楽が

たくさんあります。

雅楽の演奏家は 1 人で管楽器、絃楽器、打楽器、

舞、歌を習得し、何役も受け持つことに なっていま

す。これは多くの演奏家に技能を保持 させる こと

で 伝承が途切れるリスクをなくしているのです。

こうして届けられた雅楽という音楽は、膨大な情報

データを保存できるようになった現代において、生

身の人間の力と多様性や総合力の大切さを表してい

ると思います。

点 鐘

パストガバナーからの手紙 250 回 2016.1.28
良書探訪「ケインズと株式投資」 西野武彦著 炭谷 亮一

本書を一読して、何るほど！！と納得出来た最大の利点は、ケインズ経済学は他の多くの経済理論と比較して非

常に実践的、実用的な点にある。ケインズが象牙の塔にこもっての机上の経済理論ではなく企業経営に参加したり、

巨額の資金を運用する投資家として活動し、高い運用率をたたき出した実績があり又第１次世界大戦後の戦後処理
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の為のパリ平和会議に大蔵省首席代表として出席している。

大半の先勝国側は敗戦国ドイツに返済不能なほどの膨大な賠償金を求めることを決めたが、そんなことをすればド

イツは２度と立ち直れなくなり、世界経済に大きな悪影響を与えることは避けられないと論破し、又ドイツ発のハ

イパーインフレが起こり、結果ドイツに支払わせた賠償金が紙クズ同然になりかねないと考えたケインズは、ドイ

ツに支払えないほどの巨額の賠償金を求めることは、経済学者の立場から一貫して反対した。

ところがイギリス代表団の中には強硬派も存在し時の英首相ロイド・ジョージはケインズのハト派的な意見より強

硬派の支持に回った為、ケインズは首席代表を辞して帰国。

そしてケンブリッジ大学キングスカレッジの教師として復帰した。

話は少しそれるが、日本が第二次世界大戦敗戦時の賠償金は米英からほとんど免除された、ない袖は振れぬの例え

のごとく多額の賠償金を日本に負わせれば、日本国民は困窮し日本経済のメチャクチャが更にハチャメチャになり

戦勝国側からの多大な援助・支援を必要とされる事態は火をみるより明らかだとの認識があった。

但しＧＨＱ（アメリカ）は戦後ただちに日本銀行に行き金庫を開けさせ、金・白金等金目の物はすべてを押収・没

収した一説には現在の貨幣価値として１兆円以上あったのではないかと言われている。アメリカはまさに漁夫の利

を得たことになる、私が常々会報で記述している様に、アメリカはまさに深謀遠慮の国、深謀遠慮の本家本元と言

える（甘くないよ、我々日本人は、やや下品な言い方だが尻の毛まで抜かれかねない様十分心してかかる必要があ

る、もちろん日米安保関連も）。

当時のケインズは自身の主張がパリ平和会議で採用されず、かなり落胆したが、これしきのことでへこたれるケイ

ンズではなかった、この会議を通じて、ドイツの財務内容をすみずみまで知り得た立場を利用して、昨年自らの資

産をドイツマルクの為替投機を盛んに行なった、当初の予想通りドイツマルクは急落し、大きな利益を得ていたが、

大きく下落したマルクが急反発。

借金までしてマルクを売っていたケインズは、高値で買い戻しを迫られて、膨大な損失が発生した。だが、ドイツ

マルクは必ず急落すると言うシナリオに間違いないと確信したケインズは、３週間後に再び為替投機（マルク売り）

をしかけた。

ドイツではケインズの予想通りハイパーインフレが発生しマルクは対米ドルで底なし沼に陥った様に下落に下落を

続け、これによりケインズは今までの損失を軽く穴埋めしただけでなく、膨大な資産（現在の貨幣価値で数億円）

を築き上げることに成功した。

これに味をしめてか、ケインズは更に商品投機株式投機にも手を染める様になった。

著名な経済学・経営学の徒で実際に資産運用したり会社経営して成功した例をほとんど知らない、ほとんど失敗す

るか、はては特別背任で塀の中へ入った人物までいる様だ。

元、大蔵省首席代表の経歴は、再就職にも絶大で、同じ年ナショナル相互生命保険Ｋ．Ｋ．から取締役への就任を

求められ１９２１年から３８年まで同社の会長を務めた。

ケインズの投資は、為替の先物、商品相場、株へと進んだ。

ケンブリッジ大学のキングス・カレッジの資産を２５年間運用した成績は年平均１６％だったと言う。

当時大学の基金や保険会社の運用と言えば国債だったのに株と新たな資産を導入したのはケインズによるイノベー

ション（運用の）と言える。ケインズの時代が大不況の時代であったことを考慮すると、やはりケインズの運用成

績は大したもので、有言実行の典型いや見本の様なものだと言える。

本書はケインズの難しい経済理論に触れずに、ケインズがやった実践的投資法を紹介しており非常に興味深い内容

であり、又冒頭にケインズの簡単な伝記の記述があり、私が知らないケインズの一生を大まかに知ることが出来ケ

イジアンにはとても有意義だと思った。ケインズ自身晩年、祝宴の席でしばしばこうスピーチしたと言う「私がこ

れまでの身の処し方で残念に思っていることは、私がもっとシャンペンを飲めばよかったということだ」と。

自身の一生で、やりたいことはすべてやり尽くしたので、思い残すことと言えば、それくらいしか思い浮かばなか

ったのであろう。

なおケインズの父もケンブリッジ大学の経済学の教授であったが、仲間の教授からは「君の経済学に対する最大の

功績はジョン・メナードをつくったことだ」と揶揄されたと言われている。

偉大な経済学者ジョン・メナード・ケインズは１９４６年心臓発作で急逝した。享年６２歳だった。ウエストミン

スター寺院で追悼式が行われ、９３歳の父と８４歳の母が６２歳で亡くなった自慢の息子を見送っている。

「ケインズと株式投資」２０１５年５月１３日 １版 日本経済新聞出版社

著者 西野武彦 １８００円
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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）

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
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1/25（月）の積雪も 1/26（火）快晴でやれやれ

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
1/28 笠原寿郎様 金沢大学医学系

細胞移植学 准教授

2/4 志村恵様 金沢大学人間社会学域

国際学類教授 学長補佐 理事役員会

2/11 法定休日のため休会

2/18魏賢任会長 見えざる中国の近況

2/25 赤澤純代様 金沢医科大学

総合内科学准教授 医学博士

3/3 中谷安宏様 石川県立中央病院

免疫感染症科 診療部長

3/10 夏目莞士様 ㈱Dr.link教育事

業部代表 金沢大学在学

3/17 クラブフォーラム（卓話なし）

5/30（月）南光州合同例会

（ソウル近郊高陽市）

6/2 休会

6/5（日） 日台例会


