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2016年 4月のロータリーレートは１ドル＝ 116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 週末から

韓国ソウルへ行き南光州RCとの合

同例会に出席します。ロータリー

国際大会のため、南光州RCから約３０名がソウルへいらっしゃるとのことです。また6/5（日）台湾から

約３００名のロータリーアンをお迎えして「日台親善会議」が行われます。6/24（金）仙台へ行き震災

で被害を受けた亘理町の小中学校８校に図書約５００万円分を寄贈させ

ていただく予定です。ご参加できる方は是非参加いただきたいと思いま

す。会員増強はあと５名で、今日午前をもって村上 咏実子さんが正式

承認となりました。ありがとうございます。

１）ゲスト紹介 なし

２）ビジターの紹介 なし

３）皆出席顕彰 １ｶ年 大路孝之（おおじ たかゆき）会員

《 食 事 》

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

①6/5（日）石川県立音楽堂において開催されます「第５回日台ロータリー親善会議」

の簡単なスケジュールをご案内いたします。

13:00～14:00 登録受付 ※懇親会参加者のみ

14:00～16:00 会議、挨拶、活動報告など

16:00～17:30 「記念講演」 田中作次 ＲＩ元会長 並びに 黄ＲＩ直

前会長

なお18時から行われる懇親会については、席数の制限があるため当クラブからは日台実行委員ほか数

名の会員に限定させていただいていますのでご了承ください。日台資料について本日お配りした冊子を

当日お持ち下さい。本登録されている１０名の方については、当日受付にて配布されます。

また受付準備等のお願いについて、個別にお願いをしておりますので該当の方は11:30までに音楽堂２

Ｆへお集まりください。

②来週6/2は振替休会となります。6/9例会はホテル日航金沢３Ｆ「ルミエール」で開催いたします。

③熊本募金について再度募金箱を回します。この例会で頂いた志の他にクラブから20万円を支出する

柳生好春ガバナー

例会便り
第 832回
ホテル日 5.26（木）19:00

例会出席率22/44 50％

4 月平均出席率 65.62 ％
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ことが先週の理事役員会で決定しております。今月末ガバナー事務所へ送金いたします。

〔委員会報告等〕

宮永満祐美会員：6/5開催される日台親善会議
では石川県知事・金沢市長がご臨席予定です。

人数制限がありまして全ての方に本登録いただ

けませんが、百万石からは着物部隊として数名

の方にお手伝いいただく予定です。日台式典部

会員の井口さんが式典・懇親会の司会、懇親部

会の藤間さんは水引ブローチを作られて、また

表さん・布施さんにはお抹茶の席を担当いただくなど百万石が

大活躍です。今日冊子をお受け取りになった方は無料ですので

是非講演を聞きに音楽堂へお越しください。お手伝いをお願いしている方には個別に役割分担をお渡し

しましたので、11：30に会場までお越しください。よろしくお願いいたします。

村田祐一会員：お手許に第１６回禁煙フォーラム「禁煙は愛」という資料をお配りしてい

ます。今度の日曜日１時からあります。もしお時間がありましたら出席してください。リ

レー講演会の中で私が少しお話いたします。韓国へ行けなくなったのはこの理由です。タ

バコ以外の話では健康チェックブースもありますご利用いただけたら有り難いと思います。

6/9例会でも禁煙活動のことを卓話させていただく予定です。

５． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥5,000- 本年度¥748,000- 残高¥6,227,553-
魏賢任会長：皆さまこんばんは。若狭次年度会長、クラブフォーラムと次年度とも宜

しくお願いします。

上杉輝子です。何でもお手伝いさせて下さい。

東海林也令子会員：今晩ＢＳプレミアム９時から愚息 東海林毅が映像で関わってい

る番組「フランケンシュタインの誘惑」原爆誕生科学者たちの罪と罰が放送されます。

ご覧いただければ幸いです。

６．クラブフォーラム

１）次年度事業計画・予算について

●クラブ管理運営委員会 東海林也令子委員長：若狭次年度会長のもと、会員相互の親睦

と理解を深めながら‘学び’の時間を共に過ごし、参加して良かったなと思えるような、

金沢百万石RCらしい魅力あふれる集いを目指したいと思っています。皆さまのご協力、

どうぞよろしくお願いいたします。

●奉仕プロジェクト委員会 大路孝之副委員長：予算総額は72万5千円、基本方針はロ

ータリーの源流である奉仕の理念を実践していくということです。事業計画は例年並

みの内容になっております。このうち、「ラオスITセンター支援」は地区補助金の対象

外となりますが、クラブ単独で11万円の予算です。「宮城県亘理町の小中学校へ図書寄

贈プロジェクト」は本クラブ予算約20万円のほかに地区補助金と併せた事業の予定で

す。

●会員組織委員会 金沂秀委員長：これまではしまらない委員長でしたが、来期は強

力な魏会長・北山先輩を迎えて強力にすすめていきいと思っています。「新入会員候補

を例会に招待」はかなりの実績をあげていますので、来期も是非やりたいと思います。

「ゴルフコンペ」「新入会員オリエンテーション」もやりたいと思います。みなさん、

どうそよろしくお願いいたします。

●広報委員会 宍戸紀文委員長：基本方針は、オープンロータリーが好評だったので形を変えて今年
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度も実施し、会員も楽しく外部の方々も身近なロータリーとしての活動に参加していただける、そん

な良いアイデアがあれば皆様と一緒に考えたいと思っています。オープンロータリー今年度は２回

開催し、「フラワーガーデン」では皆さんの多彩な芸を披露していただき盛り上が

ったと思います。「土家」では膝をつきあわせてお話する時間を多くもてたので、

招待した方ともより深く話ができたと思います。次年度も違う形で開催したいと思

います。また事業をする際には、新聞等マスコミに取材依頼をして外部の方や他ロ

ータリーに対しても情報発信していきたいと思います。会報・ホームページにつきま

しても今年度こそは手を加えていきたいと思っています。皆様からも個展や発表会な

どの告知などもしていただければと思います。

●若狭豊次期会長：四つの委員長さんより力強い言葉をいただきました。予算的には

今年度並みですが、より実りある結果がでることを期待しています。次期地区ガバナ

ーからは「語り合おう」というメッセージが届いています。今年度は開催しなかった

ＩＭを次年度開催する方向で準備がすすんでいます。第一分区ＡＢ合同１３クラブの

会長それぞれが何らかの担当を担って、これまでの講演会スタイルを変えて分科会ス

タイルで「語り合おう」という内容のアイデアがでています。開催は来年３月ですの

で、それまでの準備も含めて「語り合おう」ということになるのかと思います。また

皆さんに何らかのご協力をお願いすることもあるかと思います。

このクラブにおいては出席率があまり良くないということですが、顔の見える、語り合う場を例会がも

っているというスタートを見直して、出席率を上げるということ考えていきたいと思います。クラブ運

営方針としては、どこを見ているの？という視点でのロータリーのとらえ方をしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 点 鐘

熊本地震被災者義援金について合計３２万円をガバナー事務所へ送金しました。（内訳：例会募金箱設

置１２万円、ニコニコ会計より支出２０万円）

パストガバナーからの手紙 。 265回 2016.6.9
「日本に経済学は存在しないのか」 炭谷 亮一

１９６９年からノーベル経済学賞が授与される様になった。

以来４６年間の内アメリカ人の受賞が９割近い そして日本人の受賞はない。日本では毎日毎日多くの

経済通と言われている人達がマスコミに登場し、自論を展開し彼らの自論通り経済運営すれば日本経済

は拡大し永続的に発展すると断言している。

ところがどうだ日本経済はバブルがはじけその後２０数年停滞し劣化しているではないか。経済通と言

われている彼らは本当は実地経済学を知らず、机上の空論的経済学を研究しそれを広言しているだけで

はないかと思わずにいられない。

例えば消費税を５％から８％に引き上げる際に先の民主党政権で国会決議で引き上げを決定していたと

は言え、国内の大半の経済学者やエコノミストは消費増税しても日本の景気にほとんど影響しないと進

言、断言していたが、増税後に実際は大巾に景気が減速したではないか。

さて安倍政権の現在の経済運営の中で来年にせまった８％から１０％への消費増税（これも民主党政権

時代に国会決議している）を夏の参議院選挙更には両院同時選挙の目玉つまり政争の具にしていると思

われるふしがある。

まず第１点は８％から１０％への引き上げの中で政権の一翼をになう公明党が以前から盛んにくり返し

主張し、実際の売買の現場での混乱することなど念頭にないバカげた軽減税率を採用し、食料品に軽減

税率を適用すべきとの主張に考慮して一時はそれならかなりやけっぱちにいっそのことレストランでの

食費も軽減税率を適用したらどうかと言う広範囲な適用論も浮上した。自民党側も公明党のポピュリズ

ム的主張にかなり切れた面もある様だが、安倍政権中枢としては、今日の経済状況から言って８％から
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１０％への増税は、かなりの景気減速を招くとの読みがあり、どっちみち増税しない、つまり延期する

なら公明党の上を行くポピュリズム的な主張をしたのではないかと私は考えている。つまり安部首相は

増税を先送る腹つもりだろう。

第２点はこの３月政府の「国際金融経済会合」に日本の経済学者やエコノミストは出来が悪すぎてとて

も使ものにならないとばかり、ノーベル経済学賞を受賞した超有名近代経済学の大御所コロンビア大学

のジョセフ・スティグリッツ教授やプリンストン大学のポール・グルーグマン教授等を招へいして「消

費増税は日本の現状では景気を停滞させる」と言わしめ、日本国民に消費増税は時期尚早と強烈に印象

づけた。

おそらく安部内閣の浜田・本田両経済参与の働きかけにより、表向きは世界経済全般を討議する目的で

当会合はＳＥＴされたが、敵は本能寺つまり消費増税先送りであった。

私は「消費増税先送り」は民主党政権時代に野党の合意により国会決議されたものを順守しないとなれ

ば大問題であり、この一点を争点にして今夏に衆参同時選挙に安倍政権は打って出るとみている。

そして選挙は水物と言え、やるに事欠いて共産党まで一緒になって選挙協力することになった大野党連

合勢力は安部政権打倒そして安保改正反対をスローガンに選挙戦を戦おうとも国民の大多数は政治の安

定と良好な経済すなわち景気の維持と拡大を望んでおり、烏合の衆である野党連合は惨敗するだろう。

最後に「日本に経済学は存在しない」のではなく、アメリカと違って頭のいいのが経済学部へ進学しな

い、それ由出来の悪い学徒には「マクロ経済」の本質を理解出来ない。従ってノーベル受賞者はもちろ

ん出ず、日本の経済学はアメリカから比べると三流経済学になっていると言える。

この世で真に大多数の幸せを喚起させうるのは「経済学」なのかも知れないのに残念なことだ。

P.S. この原稿を書き上げたのは３月２３日である。多分私の予想は当たるだろう。

南光州 RCより炭谷先生に，
宋会長が 60万￥は困つておりましたがご了解有難うございます。では 5000＄持つて行きます。
29日の Programは，

14時世界大会開会式（KINTEX第一展示館 1階）
17 時 Host 歓待の夜：簡単な茶菓会：D3710+D3661（釜山地域）と外国友好地区特に 2610 地区会員

全員 （KINTEX第一展示館 3階 Grand Volume）
30日 13時 3710地区大会（KINTEX第二展示館 9HallA）
百万石との 29 日晩餐は時間関係でむ難しくなりました。ご了解頂きます。では Host 歓待の夜にお目に
かかります。 朴天学

--------- 원본 메일 ---------
보낸사람: 金沢百万石ロータリークラブ <khrc@quartz.ocn.ne.jp>
받는사람 : 朴 天学 <parkchak@hanmail.net>
날짜: 2016년 5월 23일 월요일, 11시 53분 23초 +0900
제목: 炭谷会員より朴天學先生へ
お元気で御活躍のことと存じます。

先日、日韓青少年交流で当方のロータリアンの子弟が南光州で大変有意義な時をすごせたそうで、

先生はじめ南光州ロータリークラブのメンバーと御家族に対しお礼と感謝を申し上げたいと思います。

今後も永続を願っております。

さて引率した百万石の金会員によりますと現在の為替レートでは５０００ＵＳＤは６０万円にはなりま

せんが、

朴先生、全然気になさらないで下さい。私が訪韓した際に５０００ＵＳＤのみ授受出来れば幸いです。

尚 岩倉会員ですが、福祉事業の合弁を解消する為、相手企業と紛争中で今回訪韓はあきらめさせまし
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た。岩倉氏本人 本当に残念がっていますが、仕事が第１だとの私の説得に応じてくれました。

しかし６月２４日（金）の仙台での共同事業である小中学校への書籍の寄贈式には必ず出席し、更には

東京へ移動しての懇親会を楽しみにしていると朴先生、千命培会員にお伝えして下さいとのことでした。

又岩倉氏の代わりに私の妻 幸子が訪韓します。もう一週間余りとなりました。お会い出来ることを楽

しみにしています。

P.S. 6/25～ 6/26の私が同行する東京観光でぜひ行ってみたい場所がありましたら、事前にお知らせい
ただければ幸いです。 炭谷 亮一

20周年 東京世田谷中央 RCの皆様

第 5回日台ロータリー親善会議（6/5石川県立音楽堂ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ）について
１．6/2（木）は振替休会です。
２．※事前のご出欠の確認はしません ※会場周辺の混雑予想。公共交通機関をご利用ください。

〔対象者：全会員〕

14：00～ 式 典

16：15～ 記念講演 田中作次 RI元会長
16：50～ 17：30 記念講演 黄 其光 RI直前会長

※ 3F・4Fの 2610地区エリアにご着席ください。
※懇親会に出席されない方は、5/26例会時にお渡しした資料を当日お持ちいただき、

百万石の名札を大路幹事よりお受け取りください。

⇒大路幹事は 11：30～ 14：30頃まで１ Fエントランスホール№ 3にて他地区受付業務の予定です。
5/26例会欠席の方へは、本日資料を郵送いたしましたのでご確認ください。
〔対象者: 井口・岩倉・上杉・大路・魏・炭谷・藤間・水野・宮永（敬称略）〕

18：00～ 20：00 懇親晩餐会 於：ホテル日航金沢 ※音楽堂受付にて名札と資料をお受け取りく

ださい。 〔対象者:上杉・大路・表・土田・布施・水野（敬称略）〕
11:30～ 14：30 受付等応援 ※昼食を済ませて音楽堂１ F 受付ブース前にお集まりください。

※大路幹事より百万石の『たすき』をお受け取りください。
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３．会長幹事慰労会並びに新入会員歓迎会（6/25 金澤玉寿司）について 別紙ご確認の程よろしくお

願いいたします。

石川の伝統工芸展 木場紀子会員が知事賞に

第 57 回石川の伝統工芸展（日本工芸会、同石川支部、北
國新聞社主催）で最高賞の知事表彰に木場紀子（きばも

とこ）さんの染織 紬織着物「花の丘」が選らばれまし

た。またクラブ会員では水野陽子さんの友禅訪問着「想

秋」、故坂下直大会員の漆皮盛器「輪舞」、市島桜魚元会員の蒔絵香合「秋日」、そのほか金沢北 RC では
魚住為楽会員、坂口幸一会員、二塚長生会員の素晴らしい作品がありました。

金沢百万石まつり 6月 4日（土）

前田 利家公 役 俳優 袴田 吉彦さん お松の方 役 女優 笛木 優子さん

天候に恵まれ 沿道は多くの観客でうめられた。

木場紀子会員 水野洋子会員
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NEWS アメリカのオバマ大統領広島を訪問

アメリカのオバマ大統領は

5 月 27 日午後、現職の大統
領として初めて被爆地・広

島を訪問しました。

第 5回 日台ロータリー親善会議 2016.6．5
14:00 ～ 20:00 石川県立音楽堂にて 金沢百万石 RC会員は大活躍
実行委員： 顧問 炭谷亮一 登録部会委員 大路孝之 式典部会委員長 宮永満祐美

同委員司会者 井口千夏 同委員 魏賢任 懇親部会委員 藤間勘菊 茶席の布施美枝子 表靖子

の皆様 大役ご苦労様でした。

郭 純さんからソウル国際大会の写真がとどきました。

女性会員は着物で土田会員水野会員

司会の 井口千夏会員と江在孝さん 式典部会委員長 宮永満祐美会員

開会式での望月太満衛 望月太満会員 藤舎真衣さん 登録受付の黄懿園さんと大路孝之幹事
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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)

事務局員 西村有里 幹事 大路孝之

クラブ例会予定
5/26 クラブフォーラム

5/30(月)南光州合同例会
6/2 休会

6/5(日) 日台例会
6/9 村田祐一会員 日航 3F
6/16 岸 弘市様 日航 3F
6/23 卓話者未定 日航 5F
6/25 会長幹事慰労会 玉寿司

6/30 休会


