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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 『 －ROTARY－ 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶 今日は例会の前に辻ガバナー

補佐がお見えになって１５分程ご指導をいただきまし

た。あと５ケ月ぐらい残っていますので、会員増強の

目標もまだ途中です。５０名を目標に今月４４名にな

り、来月２名の予定者があります。最低目標はなんと

か達成できるのかなと思い、あと４名をぜひ皆様のご協力をいただきたいと思います。４月１４日（木）今年度第

２回目のオープンロータリーを予定していますので、一人でも多くの方を誘って、私供のクラブの素晴らしいとこ

ろを体験していただき会員になっていただけたらいいと思っていま

す。今日は私の拙い話を後半でお聞きいただきたいと思います。

１）ゲストのご紹介 なし

２）ビジターのご紹介 石川第１分区Ｂガバナー補佐 金沢

西ＲＣ 辻 卓（つじ たかし）様 金沢南ＲＣ 高木 慎

一郎（たかぎ しんいちろう）様

３）皆出席顕彰 該当なし

《 食 事 》
４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

・先ほど魏会長からもご案内がありましたが、4/14（木）「土家」においてオープンロータリー

を開催いたします。宍戸会員を中心に企画をしていただき、詳細については後日ご案内したいと

思います。

・ロータリー手帳の購入を希望される方は本日中に事務局までよろしくお願いい

たします。

・台湾の地震災害にみなさんの気持ちをたのめる方はよろしくご支援の程お願い

いたします。次回例会で志をいただければと思います。

〔委員会報告等〕稲山訓央会員：

3/12に金沢さよならコンサートを ・行う予定です。もしよろしければお越しいただけばと思います。

５． ニコニコＢＯＸ ¥9,000- 本年度¥468,000- 残高¥6,027,074-
金沢西ＲＣ 辻卓ガバナー補佐：本日は会長・幹事様に貴重な時間を頂き現況の御説明を受けまし

た。素晴らしい成績で感激致しております。

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0817 2016 2.25.

．

第 819 回

ホテル日航 5F
2016.2.18（木）19:00

例会出席率 19/43 44.18％

１月の平均出席率67.22%稲山訓央 SAA
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魏賢任会長：皆さまこんばんは。辻ガバナー補佐、ようこそご指導にお越し下ました。今日は私のつたない話を聞

いていただきます。事務局の西村さんのご尊父のご冥福を心よりお祈りします。

大路孝之幹事：卓話よろしくお願いいたします。日中間は、難しい状況の中で中国国民は日本をどう見ているのか

教えて下さい。

炭谷亮一会員：辻様今夜はようこそ。よろしく御指導下さい。

６． 講話の時間

紹介：吉田昭生会員 魏会長には会長挨拶の際、四季折々に中国の非常に興味あるお話をしていただ

き、時には時間オーバーでお客さんをお招きしてもゆっくりと食事をとっていただく時間もなかった

りして、あらためて時間を設けて中国の知られざるお話をする機会をもっていただきたいということ

で、今日のお話の会を設けさせていただきました。我々にとっては金沢百万石ＲＣ中国特派員の魏会

長から中国の立場、日本の立場の国民にとって興味あるお話を願えればうれしい所存でございます。よろしくお願

いいたします。

講話： 『 見えざる中国の近況 』 魏 賢 任（ぎ けんにん）会長

今日はマスコミ等にみる中国でなく、私

が感じた特に最近の中国について話した

いと思います。（会長の本当に中国を愛し、

日本と中国良い未来を思って居ることが

わかりました。 編集部） 点 鐘

パストガバナーからの手紙 253回 2016.2.25
「杉原千畝関連資料と世界記憶遺産へ」 炭谷 亮一

杉原千畝は昭和１５年リトアニアのカナウスの領事代理時代にナチスの迫害を逃れて来たポーランドからのユダ

ヤ難民に対して昼夜を問わず働きつづけ一枚でも多くの日本を通過する為のトランジェットビザを発給し結局６千

人のユダヤ人を救ったのではないかと言われ、「日本のシンドラー」と言われており戦後イスラエルやリトアニアか

ら顕賞をうけている。

そして日本では伝記的映画までつくられ昨年１２月劇場公開されている。

わたし的には杉原千畝は流暢なロシア語を駆使し、戦前のソ連・東ヨーロッパにおいての凄腕のインテリジェント

・オフィサーとして評価している。

彼の生地、岐阜県八百津町の杉原千畝記念館のホームページには『日本政府の意に反して人道的立場に立って、日

本通過のビザを発給し続け、尊い命を救いました』とある。

日本政府は三国同盟調印が間近な為、堂々とビザを発給せよとの訓令は出せなく普通電報ではナチスに遠慮して最

終目的地（例アメリカ・カナダ・オーストラリア等）の入国ビザを所持し更に十分な旅費を所持しているユダヤ難

民のみに日本の通過ビザを発給する様訓令を出していた。以上は表向きであり秘密電ではゲシュタボ及びソ連秘密

警察の動きに注意し、可能なかぎりユダヤ難民にトランジェットビザを発給後ただちに領事館を閉鎖しベルリン大

使館に出向せよとの電文をうけていた様だ。なぜなら一般に言われている様に訓令に反して杉原がいくらトランジ

ェットビザを発給しようとも日本外務省が杉原ビザの無効を宣言すれば終わりである。従って外務省の訓令に反し

てビザを発給しつづけたなどつくり話にすぎない（私の様に過去に国家公務員を経験していれば以記の様なバカげ

たウソはすぐ見破れる）。

一昨年２月ＮＨＫで放映した『ザ・プロファイラー夢と野望の人生～今の全力が奇蹟をを起こす～杉原千畝』には

外務省の訓令に背いて免官となったとあったが、それは虚偽であり、最後はルーマニア大使館に転じそこで終戦を

迎えており、昭和１９年には勲五等瑞宝章の叙勲をうけており又戦後復職したが人員整理で退官している、もちろ
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ん１９８６年死去するまで年金を受給している。

杉原千畝記念館のホームページやＮＨＫの放映は明らかに意図的に事実をねじまげ「外務省の指示に背いて」とか

「訓令に反して」とか当時の軍国主義日本政府に一人立ち向かった外交官像を演出し、軽薄なマスコミは一人でユ

ダヤ難民を６千人も助けたなどと報道しているが、ベースにあるのは当時の日本政府の方針であり、日本政府は陽

となり影となりユダヤ難民をサポート（支持）していたと言える（当時の駐ソ大使・建川美次は杉原ビザに証明を

与え又満州国の通過ビザも発給した。ウラジオストク総領事根井三郎はユダヤ難民すべてを敦賀港を結ぶ連絡船に

乗せた。小辻節三は外務大臣松岡洋石に働きかけ難民の滞在延長に尽力した）。

最後に日本政府は反ユダヤ主義には組しておらず昭和１３年３月ソ連領オトポールに逃れて来た２万人以上とされ

るユダヤ難民を、陸軍軍人樋口委一郎、安江仙弘、東條英機らが満鉄総裁松岡洋石と共に万難を排して彼らユダヤ

難民を救ったことと杉原ビザは同じ方向性を持つ人道的行為は日本政府及び日本人の一つの精神性の流れとして繋

がっている。

昭和１５年１２月Ａ級戦犯として処刑されたあの東條英機（関東軍参謀長）を中心として５相会議において国策と

して「ユダヤ人対策要綱」を決めた。

内容はいずれも「人種差別、ユダヤ人排斥を排す」とする方針を決定した。

今日「杉原千畝関連史料」を世界記憶遺産にユネスコに申請する動きがあり、杉原の昼夜を問わずユダヤ難民を助

ける為にビザを発給しつづけ、又駐ロシア大使やハバロフスク総領事に働きかけユダヤ難民を無事に日本に行ける

様にした英雄的行為を賞賛することは大変良いことではあるが戦時中の日本政府の方針は「ユダヤ人排斥を排す」

であったことも明記するべき

「ラオスＩＴセンター訪問記」 炭谷亮一

２月４日から５日にかけて金沢百万石Ｒ．Ｃの１０周年記念事業（２０

０８年）として完成した、ラオスのＩＴセンターへの更なる支援の為現地

に赴きました。

ラオスの女性と結婚している友人（アメリカ人）のリチャードの案内通訳

でラオテレコムと１０台のＰＣがインターネット可能な契約をし、その後

にＩＴセンターのあるバンカム地区に向い新たに６台の追加ＰＣを持参し

ました。

５日（金）はＩＴセンターは休講でしたが、現地のＰＣの二人の講師の話

によれば、過去に提供した約５０台のＰＣの内２２台が使用可能とのこと

でした。

昨年のインターネットへの接続により、学生達は驚く程ＰＣの授業に興味

を示す様になり授業に対して積極的になったとの話に思わずほほが緩みました。

今後一切の支援を打ち切るとの当クラブの方針にやや疑問を持ちました。

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）
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〔 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 〕 ＊ Ｂコースに決定

5/29（日） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/30（月） 合同例会は5月30日2時に

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

世界大会（5月29日 開会式）の折り合同例会は5月30日2時に高陽Kintex2階展

示場である3710地区大会に参席する事にしたらいかがでしょうか？朴天學

会員の皆様へ

２月１１日１２日と二日続けて朝日の出を撮ってきました。

１１日の場所では日の出の画面近くに無粋な鉄塔が邪魔をして構図的に劣り面白くない。翌朝は平日でしたがこの

好機を逃すと当分撮影チャンスがないので早起きして場所を替えて撮影してきました。槍ヶ岳から薬師岳 立山連

峰 剣岳 白馬まで見えました。手前は河北潟です。お天気も最高で思った構図で撮影できました。

日中の診療もインフルエンザが流行中で忙しかったのですが、うれしさで緊張を持続して乗り切れました。冬は空

気が澄んでいるため撮影には良い時期です。

お裾わけです。ご笑覧ください。 村田祐一
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杵屋喜三以満さん都内で情感豊かに

長唄協会演奏会

長唄協会演奏会の春期演奏会が 2/24 東京の隼町の国立大劇場で開

かれ、石川県から出演した杵屋喜三以満サンが名手と共に磨き抜いた技

を披露しました。

（北國新聞 2015.2.25）

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)

事務局員 西村有里 幹事 大路孝之

クラブ例会予定
2/18 魏賢任 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）

4/14 （木） 「土家」

オープンロータリー

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


