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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．国 歌『君が代』

ロータリーソング『我等の生業』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶 本日４５人目

の会員となります村上咏実子さんを

お迎えしました。また辻ガバナー補

佐がご指導にいらっしゃっいました。当初の目標会員数に足りていませんが、あと１ケ

月弱ありますので最後まで気を抜くことなく進めたいと思います。ぜひ皆さんからもお

声掛け、ひと押ししていただくようよろしくお願いいたします。先般行なわれた日台親

善会議では、実行委員、お手伝いくださった方、例会出席いただいた方にお礼を申し上

げます。有難うございました。

１）ゲストのご紹介 なし

１）ビジターのご紹介 第１分区Ｂガバナー補佐 辻 卓（つじ

たかし）様 事前に会長・幹事とお話させて

いただきましたが、順調なクラブ運営をされて

おります。韓国世界大会のため十数年ぶりに韓

国へ行きましたが随分変化しており非常に近代

化されたという印象でした。また日台親善会議

は柳生ガバナーが当初６００人といわれていま

したが、台湾から約３００人の参加があり、結

果１０００人近い規模となり嬉しい反面、会場を二つに分けるこ

とになり、裏方の皆様には本当にご苦労をおかけしたというある

意味反省もありました。いずれにしましても大盛況に終わったこ

とにつきましてあらためて御礼申し上げます。今後ともこのクラ

ブと皆さまのご発展を心から祈念し、増々発展されるだろうと確信いたします。有難うございました。

２）新入会員入会式 村上 咏実子（むらかみ え

みこ）会員 上海出身で日本へ来て１５年が経ち金沢

弁もしゃべります。魏会長からは以前から総合病院が

つくれるくらいの先生方もいるすごいクラブですとお

聞きしていまして、色々勉強もしたいし参加させてく

ださいと入会を決めました。これから大先輩の皆様、
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教えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

３）今月の誕生者の紹介

６日生まれ 森 眞一朗（もり しんいちろう）会員

１５日生まれ 川 きみよ（かわ きみよ）会員

１６日生まれ 魏 賢任（ぎ けんにん）会長

１７日生まれ 永原源八郎（ながはらげんはちろう）会員

５）木場紀子（きば もとこ）会員 第 57 回石川の伝統工芸展知事
賞受賞（染織）お祝いの花束贈呈

《 食 事 》

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

①熊本募金にご協力をいただき３２万円を送金したところですが、２６１０地区より

義援金額計１１,５１６,８６９円(６２クラブ）との報告がありました。
②本日例会終了後、この会場で理事役員会を開催いたします。今年度・次年度理事役

員の方はよろしくお願いいたします。

③来週 6/16例会は、５Ｆ「オーキッド」での開催に変更となりました。
④ガバナーマンスリーについて毎月はじめにお渡ししておりますが、今月号は日台親

善会議掲載のため来週お渡しできる予定です。

〔委員会報告〕

宮永満祐美会員：会長、辻ガバナー補佐からのお話にもありましたが、日台親善会

議では式典部会長としていろんな方にお声を掛けさせていただいて、みなさんのおか

げで何とか終了しましたので、私の方からもお礼を申し上げます。ロータリーにはい

くつも奉仕がありまして、国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・青少年奉仕・職業奉仕

とあります。昔はクラブ奉仕とよく言っていたかと思いますが、今回はまさにロータ

リーに奉仕いただいたという感じで感銘を受けております。式典・懇親会の司会をさ

れた井口さん、誘導いただいた魏会長、ＶＩＰにお抹茶をだしていただいた表さん・

布施さん、お着物を着てお出迎え・式典アテンドの上杉さん・土田さん・水野さん、

式典部会として以上の方々に有難うございました。懇親部会では藤間さんが水引をお造りになったり、

登録部会では大路幹事が受付をされたりと百万石のオレンジのタスキの方々が大活躍されていました。

本当に皆さん有難うございました。

藤間勘菊会員：先日郭ジュンさんから電話がありました。ソウルの世界大会へ参加し

て購入されたバッジを送ってくださるとのことでとても元気なお声の報告がありまし

た。

若狭豊会員：６月５日・６日と私の母のお通夜・葬儀に参集いただき

ましてありがとうございます。沢山の心温まるお言葉をいただきまして、私も元気に仕事

をしております。本当にありがとうございました。
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５．ニコニコＢＯＸ ¥11,000- 本年度¥759,000- 残高¥6,038,553-
辻卓ガバナー補佐：ガバナー補佐として最後の公式訪問となりました。皆様の御協力に

感謝して。

魏賢任会長：皆さま、こんばんは。村上さんご入会おめでとうございます。おおいに楽

しんで下さい。辻ガバナー補佐ようこそ、ご指導にいらっしゃって下さいました。村田

先生の禁煙のお話を楽しみにしています。木場会員ご受賞おめでとうございます。

大路孝之幹事：新入会員の村上様ようこそ。入会を歓迎します。また村田先生卓話よろ

しくお願いいたします。

藤間勘菊会員：ガバナー補佐 辻様ようこそ。今年はお世話になりました。日台では皆様おつかれ様で

した。

宮永満祐美会員：先日の日台ロータリー親善会議では皆様ありがとうございました。おかげで無事終了

しました。辻様ようこそ。村上 咏実子さんこれからもよろしく。

６ 講話の時間

『 私と禁煙運動 』 村田 祐一（むらた ゆういち）会員

私の職業は小児科医です。

日々、気管支喘息などの病児を診ています。

気管支喘息誘因の一つにたばこの煙があります。

しかし、喫煙者の関心は驚く程低いのが現状です。

ロータリアンも然りというより確信犯が多いです。

一時、RC の職業奉仕活動の一つとして禁煙、防煙につ
いて数年間、会員に働きかけました。

残念ながら、なぜか？上層部の方々に話をしばしば遮

られました。

むなしい思いをしました。

たばこの煙で喘息発作が誘発されます。

わずか２秒間たばこの煙を吸うだけで血行が止まります。結果、

狭心症、心筋梗塞を起こす確立が大きくなります。

例会場での喫煙、懇親会場での喫煙は時代と共に少なくなりま

したが、会場外のロビーでの喫煙は止まりません。

気管支喘息や狭心症を持病に持つ人は自身の健康を犠牲にして

しか間接喫煙を強いる会合には参加できません。

喫煙は他人に迷惑を掛けない決められた場所でしましょうよ！

完全分煙が必要です。

仲間の健康にも心を配れない組織ってなんだろう？

そんな組織に未来はあるのだろうか？と思って５－６年が経ちました。

労多くして実りのないロータリーに対しては働きかけを辞めていました。

タバコを止めるのはとても大変、初めから吸わないことは簡単な事！を標語にして小学生高学年に防煙

教育をしていました。

この間に２６１０地区ではたばこに対する意識が変ったのでしょうか？？

今度の職業奉仕委員会では

「職業奉仕の概念」はロータリークラブ以外には無いのです。

環境や意識が変化しているのにイノベーションが止まった組織は衰退していくのが常であります。

と謳っています。

今一度私たちのクラブから完全分煙の輪を！できれば禁煙できる人が増えるようにと話をします。

７．質疑応答

８．謝辞 点 鐘
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パストガバナーからの手紙 266回 2016.6.16
「英首相キャメロンの苦悩」 炭谷 亮一

英国は来週６月２３日にＥＵ残留の賛否を問う国民投票を実施する。

ちなみに日本では政策の大巾な変更の賛否を問う国民投票など皆無である（憲法改正のみ）。

議会制民主主義の本家本元の英国で日本の様に衆議院解散と言った重要政策の賛否を国民に信を問うシ

ステムが存在しない由なのだろう。

さてＥＵ諸国にとってイギリスはわがままなメンバーだが、抜けてもらっては困るとばかり、この２月

に域内移民に対する社会保障の制限など英国の特別待遇を認めた。

今回の交渉でキャメロン首相は多くの条件を勝ち取った。それにはイギリスがポンド使用を継続できる

こと、各国議会が結束してＥＵの法令を拒否できる様にすること、ＥＵが掲げる「統合の深化」からイ

ギリスを除外することなどが含まれている。

この時点でキャメロンは国民投票ではＥＵ残留を望む声が大きいだろうとふんだが、同じ保守党で国民

の人気が高いジョンソン・ロンドン市長が２月２１日さっそくＥＵ離脱指示を表明。キャメロン政権に

は痛手となった。英国がＥＵを離脱する可能性が出て来た。英国民の間でＥＵ離脱論が高まる背景には、

ＥＵからのさまざまな規則の押しつけに対する英国民の根強い不信感がある。

中東諸国のＥＵ加盟や欧州債務危機により、ポーランドやハンガリーからの移民が増加したことも英国

民の職への不安を強めた。

更には昨夏以降はＥＵへのシリア難民の急増に対するＥＵの対応が進まず、英国民の不満は更に高まっ

ている。

一方英国がＥＵに留まるメリットは経済と安全保障である。英国の財輸出に占めるＥＵ向けのシェアは

約５０％、ユーロ圏の域外財輸出に占める英国向けのシェアは１３％といずれも高い、離脱後英国とＥ

Ｕ間に関税が課せられた場合、貿易への悪影響が出ること必至である。

英国の大手企業の経営者は英紙への投稿で「我々のビジネスが成長を続けるには制約のない欧州市場へ

のアクセスが必要であり、ＥＵ離脱は投資抑制や雇用維持の脅威となる」と、貿易のみならず、雇用や

投資の影響を指摘した。ロンドンの金融機関の大半もＥＵ残留を望んでいる。世界で最も開かれたグロ

ーバル金融市場の中心地としての「シティ」の地位は重要であり、ＥＵから離脱すれば「シティ」の価

値と地位の劣化は避けられない。

更に更に更に英国のＥＵ離脱が現実となればスコットランドではＥＵ残留支持が圧倒的であり、またま

たスコットランド独立の気運が盛り上がり英国でスコットランド独立の是非を問う住民投票が再度行わ

れるのは確実だ。ＥＵ離脱の国民投票の結果にかかわらずキャメロン首相の苦悩は解消されそうにない。

ヨーロッパ大陸から見れば英国はドーバー海峡をへだてた単なる島にすぎない。人々の心理的な問題だ

けでなく、車の通行は英国は日本と同じく左側、ヨーロッパ大陸は右側だ。更に法体系も異なる。

英米日の法系は判例法主義（判例を準法律とみなす）で裁判所の判例が優先するが、欧州法系は成文法

主義で、議会や政府が作る制定法が規範となる。

こうして法体系の違いにより、英国では司法が行政に優先する。欧州では行政優位の法運用体制がとら

れている。

英国の官僚機構はそれほど強くなく、一方欧州では巨大な官僚機構が存在し、役人天国と言われている。

以上英国と欧州大陸はある意味水と油と言って良いほどかけ離れており、特に英仏の長年の仲の悪さ、

相性の悪さは昔からつとに有名である。

私たし的には英国はヨーロッパの北方に位置するヨーロッパ人ではない人達が住む島と認識している。

英国がＥＵから離脱するのは必然であり、キャメロン首相にとってはハムレットの心境だろう。“to be or
not to be”首相退任は間近だろう（２０２０年までの任期を残して）。
最後にイギリスのごうまんと中東からの難民問題が長年の夢であった「ヨーロッパ統合の理想」を崩壊

へと導くだろう。

〔郭ジュンさんからのメール全文〕ソウル RI大会にて
百万石クラブの皆さま いつもおせわになっています。先週からソウル大会に参加して、今無事に東京

に戻った郭です。先週からソウル大会に参加して、今無事に東京に戻った郭です。
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。国と出身の違うたくさんの米山

奨学金の学友はもちろん、ロータ

リー関連の青少年大会にも参加し

たことで、多くな優秀な方々から

刺激を受けました。

そして、ロータリーは今まで世の

なかにたくさんのギフトを贈り続

けてきたこと改めて実感しました。

今年で社会人２年目になった私で

すが、まだ未熟な所が多く、今後

も立派な学友の先輩達を見本に、自分なりに努力して成長いきたいです。

職場はまだ異動なし東京にいます。今回のイベントを機に、東京にいながらも、ロータリーとのつなが

りを深めていきたいと改めて決心しました。ロータリーアクターになることも検討しておりますが、加

入方法はまだよく分からない所があり、もし何かアドバイスをいただければ大変ありがたいです。

加えて、ソウル大会の記念バッチを購入し、藤間さんの自宅住所に郵送します。全員分より少ないかも

しれませんが、記念として受け取っていただきたいです。

最後に、クラブのますますのご発展をお祈りします。

引続きよろしくお願いいたします。 郭

韓国南光州クラブの皆さんと

南光州 RCの会員の皆様と記念撮影 RI国際大会にて 上杉輝子会員より
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韓国 南光州クラブよりの招待状

要訳：金沢百万石 RC会長 幹事殿

RI加入批准 第４６周年記念式典並びに会長就任案内： 日時 2016.6.20（月)19:00
場所 光州市西区尚武大路 687 ペインリコンベンション TEL 062-371-3500
期限 2016.6.17（金）E-mail nam-gwangju@hanmail.net 2015-16会長 ソン クンジョン
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会員消息

茶道審和会茶会（京都）について

去る 6 月 12 日（日）審和会茶会が金城楼で行われ、布
施美枝子さんが濃茶席の席主を務められました。午前

八時半開始の第一席では、武藤清秀氏のお点前ではじ

まり、約３０名がおいしくいだだきました。

（石丸恭子）

厳しい自然界の出来事

村田祐一

会員の皆さまへ

梅雨の晴れ間にカマキリの孵化がありました。

一見かわいく見える糸トンボも生まれたての蟷螂は

餌なのですね。

成長したカマキリは今度は糸トンボを餌にする。

自然界の出来事です。

一連の写真添付します。ご笑覧ください。

【学友合同懇親会 in Seoul】
5⽉ 28⽇ 18:30〜 22:00 各国から集まる米山学友と日本のロータリアンとの交流を深めようと、韓 国

学友会と各国学友会が合同で企画した懇親会が、ソウル市内のホテルで開催されました。学友 165 人、
そのほかロータリアンや家族など参加 者は総勢 333 人！満席の会場は終始熱気にあふれ、各国学友会

の楽 しい余興も披露され、最後まで参加者を楽しませました。最後は恒例の 「手に手つないで」でフ

ィナーレ。300 人を超える大団円に、学友とロータリ アンの絆が一層強まった素晴らしい懇親会でした。

【学友レセプション】5⽉ 29⽇ 13:30〜 15:00 KINTEX 内で開かれた RI 主催の学友レセプションには、
青少年交換やロ ーターアクトに参加した学友とともに米山学友も多数参加。総勢 150 人 ほどのうち、

米山学友は半数以上を占めました。マレーシアの学友が集ま って、学友会設立に向けて結束を固めるな

ど、新たな出会いと交流が生 まれました。

【分科会】5 ⽉ 30⽇ 15:30〜 17:00 米山史上初の「分科会」が開催されました。初公開のオープニング

映像 の後、台湾の林華明さん、モンゴルのジャンチブ・ガルバドラッハさん、中国 の姫軍さんによる
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スピーチ、そして、台湾・中国・タイ・モンゴル・韓国の各 学友会会長が活動報告をしました。約 200
人の来場者は、学友と日本 のロータリアンがほとんどでしたが、興味をもって聞きに来てくれた海外の

ロ ータリアンの姿もありました。韓国語の同時通訳は、プロの通訳者として 活躍する韓国学友の黄セ

ミさんが担当。彼女の最後のスピーチと全員で 歌う「手に手つない

で」の締めくくりに、参加したロータリアンからは「涙が出るほど

感動した」との声も聞かれました。

クラブ例会予定
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

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


