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2016年 7月のロータリーレートは１ドル＝ 102円 2016年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング 『 ＲＯＴＡＲＹ 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶 会長挨拶

インフルエンザ研究会という内科

の開業医を中心とした学術的な団

体がありまして、いろんなデータ

を発信しています。夏季に昨年冬

から春までの評価をし、インフルエンザマニュアルというものを作っています。全国

３０名程の中に私も入っています。毎年この季節にインフルエンザセミナーが開催され参加してきまし

た。ワクチンは３割効けば良い方で１００％予防できるわけではありません。ただ２００９～１０年パ

ンデミックの時にアメリカでは１万２千人の方が亡くなられたのに対し、日本では１９９人というすご

い差がありました。空港で厳しくチェックしたとか、厚労省がうまくたちまわったということよりも、

いかに日本のドクター・関係者が頑張っていたかということではないかと思います。発症４８時間以内

に抗ウィルス薬を処方したことが非常に評価されました。アメリカでは保険の関係など医療機関にかか

りづらいしくみがあって、発症から１週間たってタミフルが処方されたということもあったようです。

また当時のワクチンの接種率がアメリカでは１３％日本ではなんと６７％という下地ができていたとい

うことも高い評価を得ました。今年もワクチン接種を受けたり、すぐに医院で受診するなどのインフル

エンザ対策をお願いいたします。

１）ゲストのご紹介

１）ビジターのご紹介 南砺 RC 荒井 進（あらい すすむ）様 片山 浩一（かたやま こう

いち）様

３）新入会員入会式 衣川昭浩（きぬがわ あきひろ）様

昨年３月、生命保険会社からホテル

日航金沢に来まして約１年半がたちま

した。私は金沢との関わりが長くお城

の中にあった頃の金沢大学に通い、最

初の配属が金沢支社ということで、計

８年間の多感な時期を過ごし金沢は第

二のふるさとです。今回ロータリークラブ会員として参加さ

せていただきます。

はじめでのこともあり皆さんにご迷惑をおかけすることもあ

例会便り
第 838 回

ホテル日航 5F
7/21（木）19:00
出席率 30/47 63.82 ％
6月の平均出席率 62.1 ％布施 SAA
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るかと思いますが、色々な活動や皆様との親睦にも積極的に参加したいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

４）地区大会ＰＲ

〔地区大会実行委員長〕南砺ＲＣ 荒井進様

〔地区大会幹事〕南砺ＲＣ 片山浩一様

貴重なお時間の中、私達が入り込んで恐縮に存じております。今年度、岡部ガバ

ナーを輩出し、地区大会を成功裏に終わらせたいということで取り組んでいると

ころです。２６１０地区の皆さんのご参加をいただかないと成功とはいえません

ので、是非皆さま方おひとりでも多くの参加・登録をお願いするためにやって参

りました。お手許のリーフレットを見ていただきまして、開催日は 10/22・10/23
の２日間 砺波市で開催されます。内容は１日目が指導者育成セミナー・RI 会長
代理ご夫妻の歓迎夕食会、２日目には記念講演・諸会議があります。この講演会

を通じて認識を新たにすることがロータリーにつながる

と思っております。また２

日目のオープニング・アト

ラクションでは県立南砺た

いら高校の郷土芸能部によ

る唄と踊りを予定しており

ます。是非お聴きいただき

たいお楽しみいただきたい

と思います。よろしくお願

いいたします。有難うござ

いました。

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事： ①来週の例会は休会です。

② 8/4 例会終了後、吉井ガバナー補佐をお迎えしてクラブ懇談会を開催いたします。後
日 事務局より案内文書を送付いたしますが、可能な限り全会員のご出席をお願いい

たします

５.第 2610地区委員委嘱状の贈呈 炭谷亮一 会員

ロータリー財団委員会カウンセラー

６． ニコニコＢＯＸ 紹介

南砺 RC 荒井様・片山様より：地

区大会ＰＲの機会を頂き、誠にありがとうございました。

若狭豊会長：南砺ロータリーの荒井様・片山様 ようこそいらっしゃいませ。卓話

野村礼子様よろしくお願いします。

武藤清秀幹事：南砺ＲＣの荒井さん、片山さん ようこそ。地区大会よろしくお願い

します。ホテル日航金沢の衣川さん、これからもよろしくお願いします。

上杉輝子会員：皆様こんばんわ。待望の野村さん卓話楽しみにしてます。荒井様・片

山様ようこそ！！衣川様御入会ありがとうございます。

大路孝之会員：新入会員の衣川様ようこそ！入会を歓迎いたします。野村会員、卓話よろしくお願いし

ます。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。衣川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。野
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村礼子会員のお話を心より楽しみにしています。

炭谷亮一会員：お久しぶりです。引退生活をエンジョイしています。

土田初子会員：暑中お見舞い申し上げます。ニコニコボックスします。

藤間勘菊会員：衣川様ようこそ おまちいたしておりました。南砺ＲＣの荒井様片山様ようこそ。

水野陽子会員：野村様のお話たのしみにしています。

７． 講話の時間

『 色が心を動かす 』

野村 礼子（のむら れいこ）会員

紹介者：上杉会員 野村さんが入会されて１年が経ちました。彼女はお忙しく例会で皆さまとお会

いになられたことも少ないかと思いますが、これから極力例会に出たいとおっしゃっています。今女

性の活躍時代といわれますが、まさしくその先端をいってらっしゃる多才な能力の持ち主です。一番

メインのお仕事はカラーアナリストで今日の卓話を興味深くお聞きしたいと思っております。

講話：色は苦手なコミュニケーション能力を助けてくれる事を知りこの仕事を選びました。

人と人は言葉無くしてのコミュニケーションは難しいです。かといって思いを全て

相手に理解してもらう事は出来ません。

実は視覚は五感の中で最も原始的な分野で有り、その中でも色彩は視覚に素早く働きか

け、相手に何かを訴え心を動かす事が出来るのです。

赤を見ると体温が上がり心は高揚し、寒色の青を見ると体温が下がり心は沈静します。

この事から身につける色やその配色によって相手に語らずしてこちらの意向を伝える

60％以上の役割を担ってくれるのが色彩なのです。
例えば最近の例では都知事選に出馬した小池百合子氏は出馬の意向を申し出た最初のＴＶ出演の際に黄

緑のスーツを着ていました。

黄緑は労働者を代表する色であり、その色彩が持つ意味は「抵抗」です。

何らかの意図や人、組織等に対しての対抗意識を意味しているので私は自民党からのバックアップをも

らえないのでは？と感じていました。更に二度目のＴＶ出演では白のジャケットに黄緑のインナーでし

た。意味は「助けがほしい」です。

都民に自身を支持してもらえるように

動き出したのではないでしょうか？

これらの一連の流れを組み立ててみて

改めて色彩と心の動きに驚くばかりで

す。

是非、日常の中に色を取り入れて云い

にくい事や思いなど色彩を利用して伝

えてみてはどうでしょうか？

私の提案に多くの企業や色々な方がご相談にいらして効果を感じて発揮して下さっています。

最後になりますが、素晴らしい方々の前で知られていないカラーアナリストの仕事についてお話し出来

る機会を下さった皆様と私を百万石ロータリークラブという素敵な所に導いて下さった上杉輝子様に心

から感謝を申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 271回 2016.8.4
「国際法違反」 炭谷 亮一

７月１２日オランダ・ハーグの仲裁裁判所は中国が主張している南シナ海の９０％に及ぶ海域につい

て「歴史的な権利を主張する法的根拠はない」などとする判決を示した。

さっそく中国外務省は本判決に対して「無効で拘束力はなく、受け入れず認めない」との声明を出した。

国際法に基づく判決に対して中国の反応はまさに「馬耳東風」「蛙のツラにションベン」状態であり、本
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判決を一顧だにしない態度にあ然とさせられた。確かに国際法に基づくハーグの仲裁裁判所の判決は履

行せずともペナルティーは存在せず、中国政府は痛くも痒くもないと考えているのだろう。

では何故「国際法」なるものが存在するか国際法の理念を紐解いてみよう。１７世紀の前半のこと、オ

ランダにブロティウスと言う法学者がいた。当時ヨーロッパを中心にして国際社会が成立して、そこで

法的ルールが徐々に形成されていった。グロティウスはそれを包括的で体系的な教科書に仕立て上げた。

それが国際法の始まりであった。そしてそれは国際社会を規制している法となった。要約すればこの地

球上に多数の国家はただ物質的に存在しているわけではない。いかに低次元に止まっていても、すでに

社会的なものを生み出している。社会的なものとは「慣習」のことであり、国際社会には、それ特有の

慣習が存在する。ところで国際社会の慣習には、一見雑多に見えることもある様に、様々な形のものが

ある。そして国際慣習の一つとして「国際法」がある。国際慣習の中でもっとも拘束力が強く、もっと

も硬直していて、もっともいかめしい存在である。実際国際社会で拘束力のないルールなどこの世にあ

りえない。その強弱、違反のときのペナルティーの性質と強度が問題となる。国際法は国際社会の慣習

の中でもっとも拘束力が強い理由は、その性質が「法的」であることが重要であるからである。つまり

「法的拘束力」がある。だからこそ「国際法」と称しても羊頭狗肉でもこけおどしでもない。

国際社会の中ですべての国、或いは大部分の国がそのルールに法的確信を持っていれば、ペナルティー

なしの国際法であっても世界中で確固とした地位を占めるのに何んら障害はないと言える。話しを中国

の「国際法違反」の件にもどすが違反してもペナルティーがないと「馬耳東風」を決めこんでも「とこ

ろがどっこい そうは問屋が卸さない」の格言もある様に、中国の違反によって不利益を蒙った国 （々フ

ィリピン・ベトナム・インドネシア・マレーシア・ブルネイ等）は中国を国際法違反と声を大にして非

難するのは必然であり、事と次第によっては、国際社会の大合唱ともなりうる（多分日本は声を上げる

だろう）。

もちろん国連の場での避難決議の的にもなるだろう。実は「国際法違反のレッテルを貼られることは大

変に不名誉なことであり、個人の場合でも「背信の徒」「無法者」などとレッテルを貼られれば、社会的

な信用は台なしとなり、同じく国家の場合も信用されなくなり、他国から政治・経済・文化等の面でス

ポイルされる様になる。国際法違反はこの地球上で「大変な汚名」であり、実はこれらが重大なペナル

ティーでなく何んであろうか、最強のペナルティーとなりうる。われわれ日本人に置き換えても、とか

く「背に腹はかえなれない」とか「この一大事に神も仏もあるものか」とルールを公然と容易に破って

平気な顔をしている悪い習慣がないこともない、注意が必要である。

最後に国際社会には自国をずるいと言われ様が、ひどいと言われ様が構わないが、「国際法違反」とだけ

は言われたくないと、必ず言訳を用意し、抗弁も準備して、必要とあれば「ヘ理屈」を動員してまで正

当化してやまない国家もある。それは法の乱用者であっても無法者ではない証拠である。乱用者は無法

者よりましである。国際社会で無法者のレッテルを貼られてしまったらおしまいだ。我々日本人も十分

留意する必要がある。

各会員のクラブ次年度委員会役割 2016 ～ 2017
石丸幹夫：その他友好クラブ 会報 井上正雄:親睦 ＳＡＡ ニコニコ 井口千夏：例会 会員増強 岩倉舟伊智：

友好富山西 Ｒ財団 上杉輝子：ｴﾚｸﾄ 米山 青少年奉仕 広報 上田喜之：例会 ＳＡＡ 会報 江守巧：クラブ細

則 C 青少年奉仕 江守道子：書き損じハガキ 会報 大路孝之：副幹事 その他友好クラブ Ｒ財団 米山 青少年

国際奉仕 大沼俊昭：親睦 書き損じハガキ 表靖子：ニコニコ ロータリー情報 勝山達郎：親睦 世界社会奉仕

川きみよ： 奉仕プロジェクト委員会委員長 衣川昭浩：親睦 魏賢任：直前会長 その他友好クラブ 会員増強

北山吉明：会員増強 親睦 修練 杵屋喜三以満：北クラブ 修練 木場紀子：富山西 修練 金沂秀：会員組織

委員会委員長 修練 相良光貞：親睦 書き損じハガキ 東海林也令子：クラブ管理委員会委員長 炭谷亮一：

細則 R財団（ラオス） 高田重男：青少年奉仕 会員増強 竹田敬一郎: 親睦 書き損じﾊｶﾞｷ 辰己クミ：例会

社会奉仕 谷伊津子：富山西 社会奉仕 土田初子：米山 ロータリー情報 永原源八郎：職業奉仕 社会奉仕

西村邦雄：会計 R 財団 広報 野城 勲：富山西 書き損じハガキ 後出博敏：細則 書き損じハガキ 野村礼子

：社会奉仕 会報 藤間勘菊：副会長 北クラブ その他友好クラブ 米山 布施美枝子：SAA ロータリー情報 二
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木秀樹：北クラブ 職業奉仕 水野陽子：例会 社会奉仕

道端勝太：親睦 宮永満祐美：副会長 その他友好クラ

ブ 青少年奉仕 武藤清秀：幹事 村上咏実子:親睦 村

田祐一：その他友好クラブ 職業奉仕 森眞一郎：親睦

矢来正和：ニコニコ 広報 山崎正美：親睦 書き損じﾊｶﾞｷ

吉田昭生：青少年国際奉仕 修練 若狭豊：会長

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長宍戸紀文

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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

山崎正美

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 宍戸 紀文 副：矢来正和

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎宍戸紀文 表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

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） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

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 武藤清秀

クラブ例会予定
7/7 若狭豊会長 所信表明（卓話なし）

7/14 猪谷聡様 鈴木大拙館学芸員

7/21 野村礼子様 会員

7/28 休会

8/4 吉井清ガバナー補佐訪問３Ｆ「孔雀」

8/11 法定休日のため休会

8/18 岡部一輝ガバナー訪問

8/25 米山奨学生オレナさん３Ｆ「ルミエール」


