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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．国 歌 『君が代』

ソング 『手に手つないで』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕石川第１分区Ｂガバ

ナー補佐（金沢北 RC）吉井 清（よしい きよし）様 〔米山奨学生〕黄 懿園（こう

いえん）さん

２）ビジターのご紹介

３）米山奨学生

へ奨学金支給

黄 懿園さん

４）今月の誕生者の紹介 ２５日 西村邦雄会員 ３日 井口千夏会員 ３１日 大路孝之会員

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 武藤清秀幹事：

①本日例会終了後、吉井ガバナー補佐をお迎えして「クラブ協議会」を５Ｆ「松の間」

にて開催いたします。全会員が対象ですのでご出席ください。

② 8/11は休会、8/18は岡部ガバナーをお迎えし 19時より日航３Ｆにて例会です。
③ R 財団から届いた「2015-16 年度ご寄付の領収証」が棚に入っています

のでご確認ください。 また 6 月末現在で作成した金沢８ロータリーの会
員名簿が棚に入っていますのでお持ちください。

〔委員会報告〕

矢木正和会員：広報委員会からご連絡いたします。10/6（木）オープンロータリーを予定

例会便り
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しています。場所はホテル日航金沢５ F、19：00 ～ 20：30 の予定、内容は現在新入会員４名で考えて
います。ご友人・ご家族をお招きして４０名を目標にやりたいと思います。

５． ニコニコＢＯＸ ¥15,000- 本年度¥68,000- 残高¥6,151,553-
吉井ガバナー補佐より

若狭豊会長：吉井清ガバナー補佐を歓迎申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：吉井清ガバナー補佐をお迎えして、これからよろしくお願いいたします。

上杉輝子会員：猛暑が続きますが皆さまお元気ですかｓ。吉井様 本日はようこそいらっ

しゃいました。宜しくお願いします。

大路孝之会員：ガバナー補佐の吉井様ようこそ！卓話およびご指導よろしくお願いしま

す。

表靖子会員：吉井さま 今日はようこそいらっしゃいました。お話たのしみにしています。

魏賢任会員：皆さま こんばんは。吉井ガバナー補佐ようこそ、ご訪問にお見えになりました。お話を

心より楽しみにしています。

木場紀子紀子会員：吉井清ガバナー補佐様ようこそ！百万石へ。ご指導よろしくお願いいたします。

西村邦雄会員：吉井清ガバナー補佐ようこそ。

布施美枝子会員：ようこそいらっしゃいました。今日のお話楽しみです。

６． 講話の時間

『 話尽山雲海月情 』 かたりつくす さんうんかいげつのじょう

吉井 清（よしい きよし）様

私は建築の仕事 主としてお寺さんとかお宮さん、数寄屋などの古建築に携わって

おります。1971 年にインドへ行きまして、今の経済発展を遂げる前の頃です。ロー
タリーとの関連で話しますとポリオの結果で下肢が不自由な方が駅のホームに沢山

いまして、命をつなぐために他人に物を恵んでもうらうしか生きる術がなかった。

ロータリアンはポリオの撲滅に取り組んできましたが、現在のインドにはそのよう

な方々も減り成果があったのかと感じます。

今年の２６１０地区岡部ガバナーは「語り合おうロータリー」というメッセージを

発信されています。

ＩＭ（Intercity Meeting） について、話し合いが行われ今年度開催することが決まり

ました。3/26（日）ホテル日航金沢で行うこと、又本日の形のようなユニットで各テーブル毎に話をし
たらどうかと考えています。若狭会長からも学会などを参考に色々な提案もいただきながら語り合い、

話し合いをすすめています。是非皆さまのお知恵

をお貸しいただきたいと思います。聞き上手が話

し上手と言われます。そのことで色々なアイデア

が生まれます。

今日の演題「話尽山雲海月情」このような軸をテ

ーマにお茶会をすることもあります。もちろん中

國の方はすぐに意味がおわかりになるかとも思い

ますが、私達日本人は中国から文化的或いは哲学

的な知恵をもらって日本独自の文化を創りあげて

きたわけです。

よーく話し合いをしようということを言っていま

す。表面的なことを話していても実りがあるとは

思えません。”山””雲””海””月”

自然界すべてのことについてしっかりと話をするということを言っています。逸話がありまして、碧巌

録に収録されていますが、百丈というお坊さんがその師匠の馬祖というお坊さんと道を歩いていると鴨

が飛んでいた時の問答で「百丈野鴨子（ひゃくじょうやおうす）」という話がある。師匠と弟子とのやり

とりの深さ、一生懸命伝えようとする姿勢を見ていた人が世の中全てのことを深く洞察する、悟ること
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を伝えようとして碧巌録に収録をし現在に伝わっています。

オープン例会が予定されているそうですが、新しい会員を迎え入れるための企画かと思います。百万石

での試みをひとつのテーマとして話し合うこともいいのかと思います。

ロータリークラブの理念はシカゴでうまれアメリカ的な発想の文化から生まれて来ました。私達は翻訳

を通じて理念を聞いていますが、翻訳というのは絨毯の裏を見るようなもので表の印象とは全く同じで

ない。ただ表も裏も同じ繊維で作られている。私達は東洋哲学・東洋の知恵をもって理解している。

若狭会長は”自分みがき”ということをおっしゃっていましたが、ロータリーのこの場所は倫理観を持

って自分を高めていくということに意義があると思います。

この一年岡部ガバナーの地区活動方針「語り合おうロータリー」に沿って聞くこと・話すことを大切に

ロータリー活動に取り組まれるのも良いかと思います。

７．質疑応答

８．謝辞 点 鐘

クラブ協議会 ～ 2016-17年度 吉井ガバナー補佐をお迎えして～

2016.8.4 ホテル日航金沢 ５Ｆ 進行役：武藤清秀幹事

〔出席会員〕若狭 豊会長 武藤清秀幹事 上杉輝子会長エレクト 大路孝之副幹事

石丸幹夫 井口千夏 魏 賢任 衣川昭浩 木場紀子 東海林也令子 西村邦雄

藤間勘菊 宮永満祐美 村上咏実子 村田祐一 矢来正和

１．開会挨拶 若狭 豊会長

２．各委員会委員長等より

クラブ管理運営委員会 東海林也令子委員長：若狭会長のも

と、会員相互の親睦と理解を深めながら‘学び’の時間を共

有し、参加して良かったと思えるような、百万石ロータリー

クラブらしい魅力あふれる集いを目指したいという基本方針

のもと、例会の卓話は自分磨きの時間ととらえ、また親睦会

を開催することで、いつもの例会とは違った、お互いの理解を深めるための時間もつくりたいと考えて

います。

奉仕プロジェクト委員会 大路孝之副委員長：今年は会員の職場見学を行いたいと考えています。

社会奉仕は例年どおり継続の内容です。国際奉仕ではラオスＩＴセンター支援について地区補助金は外

れましたが、引き続き支援を行う予定です。宮城県への図書寄贈についても他ＲＣと連携して行えたこ

とで成果があったろと思います。引き続き米山奨学生の支援や韓国からの青少年の受入れも行う予定で

す。地道な活動ですが一つずつ心をこめて頑張っていきたいと思っています。ご協力のほどよろしくお

願いいたします。

会員組織委員会 魏 賢任副委員長：会員の増強と拡大ということで、定着しながら拡大も図りたいと

金委員長と話をさせていただきました。せっかく新入会員の方にご入会いただいて、百万石ＲＣの魅力

を感じてもらって楽しんで一緒にロータリーライフを過ごそうと考えています。そして２０周年に向か

って５０人規模のクラブに一日も早くなれるよう皆さんと一緒に任務を完成していけたらいいと思って

います。オープンロータリーの企画もありますが、新入会員候補をいつでも例会に招待できればいいと

思っています。

広報委員会 矢来正和委員長：昨年・一昨年のオープンロータリーが好評でしたので、今年も開催した

いと思います。第１回目は１０/６の開催が決定しており、新入会員を中心に企画準備をしています。企
画に絡むことにより、新入会員もよりロータリーを理解できるように頑張っていきたいと考えています。

３．吉井ガバナー補佐へのお願い・質問など

大路孝之会員：国際ロータリーの規程審議会を受けて地区では入会金の扱いなど、どのように決定され

ますか？

吉井ガバナー補佐：規程の見直しがあり、入会金・それ以外についても会員増強に繋がる様ゆるくする

ような決定がなされたようです。これまで規程をきちっと守ってきたロータリーとしての魅力が失われ

るという危惧をする方もあります。今後２６１０地区としての方向性について相談する予定ですので、

即改正されるより少しお待ちいただくことがよろしいかと思います。
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石丸幹夫会員：このクラブは出席率が低いのですが、他のクラブではどのように努力されていますか？

吉井ガバナー補佐：特段のアイデアがありませんが、現在会員数４６名で４８名の目標ということは中

堅規模のクラブとなります。毎週例会に出席されていないと休会日に例会場へ行くというようなことも

あ

藤間勘菊会員：あまり大規模クラブとなると、会員相互の顔と名前が一致しないということもあるよう

ですが？

吉井ガバナー補佐：参考になるかわかりませんが、私がホームクラブの会長をした時に適正規模につい

て検討した際、会場キャパシティやコミュニケーションリスクなどを考えて６５名ぐらいでないかと考

えました。クラブそれぞれの特色を生かして、クラブの適正規模について考えてみられるのもよろしい

のではないでしょうか。

宮永満祐美会員：出席率の件に戻りますが、オンライン・インターネットでの例会を実施されるクラブ

はあるのでしょうか？

吉井ガバナー補佐：私の情報の中では承知していないのですが、相手の顔を見て深く考えながらという

一面もあります。メディアを使って双方向のやりとりはできると思いますが、いずれそういう時代が来

るかとおもいますが、今現在ではどうなのかなと思います。

村田祐一会員：7/24 職業奉仕委員会に参加してきました。イノベーションのない組織は衰退するという
委員長のご意見がありました。ロータリーではポリオ撲滅にむけて取り組んでいますが、仲間の健康を

思いやるために完全分煙にできないかと考えます。この提案をガバナーにお伝えいただけないでしょう

か？

吉井ガバナー補佐：タバコを吸うことのデメリットとして、本人の健康被害は承知の上として周囲の方

への配慮を欠くということが一番なのだと思います。ホテルなど施設においての対応もそれぞれ違いま

すし、ハード面での完全分煙化が進むよう期待したいです。

４．吉井ガバナー補佐より総括

本日はとても活発な意見交換ができたと思います。それぞれのご担当が会長の意思を受けて着実に取り

組んでいらっしゃいます。増強については、オープンロータリー例会開催での成果を年度末期待したい

と思います。職業奉仕＝職場訪問ではないということが言われますので、職業奉仕についての理念につ

いて、今一度話し合うことも必要かと思います。おおざっぱなまとめですが、熱心に進めようとされる

姿勢がよく見えました。私も今年一年間ガバナー補佐としてよろしくお願いいたします。

５．閉会挨拶 上杉輝子会長エレクト

皆様お疲れ様でございました。今日は吉井ガバナー補佐をお迎えして非常に中身の濃いお話をさせてい

ただきました。今年は若狭会長にできる限りのご協力をし、次年度２０周年への成功に何とかつなげて

いきたいという思いをいたしました。今日はありがとうございました。

イノベーションが止まった組織は衰退

「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。

つまり、現在のロータリークラブは新たなイノベーションが求められているのだと思います。」との

村山偉知朗委員長の言葉に新たな思いを抱き７月２４日の地区奉仕委員会に出席しました。当日は７－

８名のグル―プに分かれ尼崎西ロータリーの田中毅著の「ロータリー歴史探訪」を読みながら各人の意

見を大いに述べあい有意義な時間を過ごすことが出来ました。その会合では１）結論を出さない。２）

様々な意見を否定しない。３）各人に発言して頂くため司会者は発言者に簡潔に話して頂くことを求め

ていました。

さて、医師にとっての職業奉仕とは？

人々は医師に何を求めているのか？

良い医師とは？

中国の陳延之の著書『小品方』には、「上医は国を医し 中医は人を医し 下医は病を医す」とあります。

日本の医療制度は出来高制です。

医師が必要最低限の検査から診断に至る思考過程はあまり医療費に反映されない。検査を沢山して、高

価な薬を沢山処方すれば儲かる仕組みになっている。
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…どこか電気料金の総括原価方式に似ている。

そのため、どちらも高い倫理性を期待されて設定されている。

患者さんに金銭的、肉体的負担をできるだけ軽くする工夫を目指す。

そのため必要最小限の検査を考える。

新旧の薬を組み合わせて患者さんに一番適した薬や治療を提案する。

予防医学的観点から提案する……

どれも出来高払いではお金にはならない！制度です。

こんなことを考えて、約６年前、私が金沢百万石 RC 会長の前後に２６１０地区のロータリアンに、健
康のための禁煙を提案しました。禁煙が出来ない方々には仲間の健康を配慮しての完全分煙をお願いし

ました。

しかし、私の至らなさで親クラブからは「親でも子でもない」と一時は縁を切られました。ガバナー、

パストガバナー諸氏からもタバコを吸わないのに煙たがられ、挨拶してもネグレクトされる状態でした。

RC ってなんだろう？？？職業奉仕ってなんだろう？？「仲間の健康にも配慮できない組織に未来はあ
るのか？」…しばらく２６１０地区の方々とは疎遠になりました。

その間、新しくタバコを吸う人を増やさなければ最終的に喫煙者は限りなくゼロになる。を目標に小学

高学年生を対象に金沢市医師会と共に「出前で防煙授業」を行い、成果を上げてきました。大人に比べ

ると子供たちはとても素直です。

さてビルゲイツは「END POLIO NEW」とポリオ撲滅を訴えて着々と成果を上げています。
一方、たばこ関連死は年間６００万人に及びます。たばこ関連死を無くす運動は前者に比べればお金は

かかりません。禁煙が無理ならば間接喫煙を無くすことは簡単です。喫煙会員、個々人の心がけ次第で

可能な、当たり前のロータリアンの行為です。４つのテストの１つ「皆のためになるかどうか」を忠実

に実践、つまりタバコが吸いたくなったら、他人に間接喫煙を強いない場所に移動して喫煙すれば良い

だけです。仲間の健康に配慮して、あらゆる会合、宴会では完全分煙を！「間接喫煙撲滅」をロータリ

ーが実践して頂きたいと考えています。

「END TABAKO NOW」を目指して！
２６１０地区のイノベーションが医師としての私から見て本物かどうかを今後見届けたいと思います。

２０１６．８．１８． 金沢百万石 RC 奉仕委員長 村田祐一

武蔵野中央 RC 訪問記 ７月２７日（水）東京の

府中の寿し屋のカウンターで一人で飲食していて、たまたま隣

り合わせた年長の方と話がはずんで相互に名刺交換となりお互

いロータリアンであることが判り更に更に話しがはずみ、倉内

様（武蔵野中央Ｒ．Ｃ会員）から明日（木）の吉祥寺の東急ホ

テルで例会のお誘いに快諾し、７月２８日（木）に例会に出席

しました。

会員数３８名の男性のみのクラブでした、温かな歓迎と美味

でしかも量の多い昼食にとても満足しました。再度メーキャッ

プしたいものです。 炭谷亮一

パストガバナーからの手紙 272回 2016.8.18
良書探訪「中国４．０」著者エドワード・ルトワック

当代最高の戦略思想家と言われているエドワード・ルトワックの最近書である。

本書は２０１５年１０月に著者であるルトワックが来日した折、訳者の奥山真司氏が６回にわたりイ

ンタビューを日本語に訳してまとめたものである。

さて２０１４年日本で出版されたルトワックの「戦略論」を読破し多大な感銘をうけた。書の中で「汝、

平和を欲するなら、戦いに備えよ」とのキャッチコピーは逆説に込められたメッセージほど、現在の日

本で軽んじられているものはない。未来の戦争に備えるには戦略と戦争の研究が欠かせないが、戦略に

田辺幹事 榎本会長 炭谷会員 倉内会員
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普遍的に作用する「逆説的論理」を解き明かし、戦争のリアリティーに迫る名著「戦略論」は、現代日

本人にとって戦争なるものを考える上で最高のバイブルであると言える。それでは最新書「中国４．０」

の内容に踏み込んで見よう。

２００４年以降の中国の世界戦略は「平和的台頭」これをルトワックは「中国１．０」路線と呼んだ。

２００９年頃から中国は「対外強硬」路線をとる様になりルトワックはこれを「中国２．０」路線と呼

んだ。

２０１４年秋以降中国は「選択的攻撃」に転換した、これをルトワックは「中国３．０」と呼んでいる。

さて本書のメインタイトル「中国４．０」を詳述してみよう。

特に象徴的出来事は習近平による党と軍に対する反腐敗闘争である。実際のところたびたび反対勢力に

よる暗殺に遭遇しており、極めてリスクの高い危険を冒している。これは普通の弱腰の政治家にできる

ことではない。その意味で讃えられるべきだ。

しかし習近平に弱点もある。その１つが自分の親族に対しては汚職捜査をしていない点であり、又太子

党の人間にも捜査の手は及んでいない。そこまで実行すれば、大混乱が生じ、党の機能がマヒしていま

うからだ。現在の捜査状況で中国政府関係者で枕を高くして寝られる人物は一人もいない。冤罪で摘発

されても、身の潔白を証明出来る裁判体制が整っていないからだ。何の罪のない一般市民をも巻き込ん

だ運動になっている。

習近平の姉が香港に４０億円の自宅を持っていると言う話はインターネットで暴露され、実に詳細に報

道されている。一方まったく罪のない一般人が冤罪で逮捕され投獄されている。又誰かが市長の様な良

い役職についたとしても、その職を奪いたいと思った者が「市長が汚職している」と訴えればよいこと

になる。

要するに反腐敗運動はダブルスタンダードも半ば不可避的に伴ってしまっている。

マクロの視点に立てば、２０１５年末の時点で、アメリカと一緒になって中国共産党を破壊しつつある

パートナーがいるということだ、そしてそのパートナーとは習近平そのものなのだと。

反腐敗運動の究極の目的は、習近平自身がくりかえし述べている様に、腐敗によって党は崩壊の危機に

にあり中国共産党を救うことである。ここで二つのシナリオの可能性が出てくる。まず一つは「この運

動が成功する」と言うシナリオ、もう一つは「この運動が失敗する」と言うシナリオだ。

しかしこの運動が成功しても、いろいろ厄介な問題が出てくる。反腐敗運動の論理的な結論として中国

共産党党員の全員が、余計な収入を得てはならないことになるからだ。

彼らの子弟の多くは海外留学しており、毎年数百万円にのぼる学費を送金しなければならない。反腐敗

運動のおかげで仕送りする資金が枯渇してくる様では大混乱を来たす様になる。彼らの正規の給料を軒

並み大巾アップするには莫大な資金が必要となり、更には一般人民の怒りを買い暴動が多発することは

必至となる。

腐敗撲滅は別の意味で、習近平は中国共産党の機能そのものを破壊していると言える。つまり共産党に

は、そもそも非常にやる気のある人材、カネを多く稼ぐ人材に溢れた、優秀で極めて活力ある集団だっ

た。例えば共産党員でもある市長の中には一つの街を丸ごと創りあげた者や、空港を開いたり、ビジネ

スを呼び込んだ者もいる。つまり彼らは、汚職によって多くのカネを得る一方で、経済発展の担い手と

なりながら、共産党に忠誠を誓ってきた人々なのだ。

その金を習近平は取り上げようとしている。しかしその代わりに彼らの正規の給料を上げてやることも
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できない、党員が必要としているのは２００～３００万円の昇給ではなく、年数千万円と言う額である。

習近平自身（習近平の一人娘はハーバード大学に留学中であり、もちろんアメリカ政府のシークレット

サービスに厳重に守られている）と同じ様に自分の子弟をアメリカやヨーロッパの大学に行かせている

党員が実に多いからであり、資金が枯渇すれば、その子弟たちは帰国せざるをえなくなり、党員たち自

身も野垂れ死に状態となるのは必然である。

以上の意味において、反腐敗運動はカネを求めて党に集まる高いエネルギー、つまり共産党の「求心力」

そのものを奪っているとも言える。

この様に中国の現在の政治体制は「アメリカからの人権保護要求と習近平の反腐敗運動阻止」と言う二

つの勢力から攻撃を受けていることになる。

更に更に著者ルトワックは以下の様に断言している。歴史をふり返れば何んと強烈なアイロニー（皮肉）

が存在している。習近平が反腐敗運動を開始したそもそもの動機が、ソ連のゴルバチョフ統治下におけ

るソ連の悲劇的な運命の二の舞を阻止することにあったが、ゴルバチョフの狙いは、ソ連そのものを改

革する目的であったが、改革のスローガン「ペレストロイカ」「グラチノフ」等はソ連全体を崩壊させて

しまった。そして習近平も同じ道を歩んでいる。習近平は中国共産党を改革しようとしているが、その

向かう先には、党の崩壊と体制崩壊が待ち受けているからだ。

結論を言おう！！なぜ崩壊するのか？

反腐敗運動は党を動かす「エンジン」そのものを取り除いてしまう運動でもあるからだと。ちなみに毛

沢東時代の「エンジン」はイデオロギーであった。彼らは紅衛兵を扇動して、共産主義のイデオロギー

を共産党の「求心力」としたのである。その次の鄧小平時代には、そのイデオロギーが影を潜め、その

代わりに共産党の「エンジン」になったのは「マネー」であった。当然のごとく、党内には汚職と腐敗

が蔓延することとなった。

そして習近平の登場である「旧ソ連のゴルバチョフの失敗を繰り返さないことを目指してはいるが、ソ

連共産党とソ連全体を救おうとして、結果的には崩壊させてしまった、ゴルバチョフと同じ道を歩んで

いる。

本書を一読して驚いたのは、中国崩壊を予測する書籍は多々出版されているが、大抵は経済問題、人権

問題が原因としているが、本書は反汚職腐敗キャンペーンがむしろ習近平政権の足をすくい政権崩壊に

つながると結論づけている。深遠な戦略思想と言える。

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

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
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米山奨学会より

From: Noz Miyu
Sent: Thursday, August 04, 2016 9:56 PM
To: 金沢百万石ロータリークラブ
Subject: 米山奨学会より

金沢百万石ロータリークラブさま

いつもお世話になっております。

ロータリー米山記念奨学会で広報を担当している野津と申します。

以前、貴地区の米山奨学生オリエンテーションに取材でお伺いし

た際、藤間様に、大変お世話になりました。また、漆塗りの奨学生の楊立山さんの件でもご連絡差し上

げたことがございます。

さて、先週日曜日に、第 2750地区（東京）米山学友会の第 1回総会がありぽーら、郭さんがご出席さ
れていました。グループディスカッションではグループ代表で発表もなさっていました。

写真をお送りしますね。

郭さんのカウンセラー、藤間様にもよろしくお伝えくださいませ。

木村陽子（杵屋喜佐以満・望月太満）さん地域賞

ポーラ賞 金沢素囃子継承に貢献

ポーラ伝統文化振興財団（東京）の第 36 回伝統文化ポーラ賞に石川県内から金沢素囃子継
承に貢献で北陸信越東海ブロックの地域賞にえらばれました。木村陽子会員は長唄で杵屋

喜佐以満、素囃子で望月太満の名で活動されています。ご母堂の杵屋喜澄さんも 2004 年に
受賞されています。贈呈式は 10月 26日東京都内で｣行われます。 おめでとうございます。

ロータリーを十分に語り合う年に

今年度はロータリーが積み重ねてきた歴史を振りかえり、職業奉仕の理念「最も良く奉仕

するもの、最も多く報いられる（They Profit Most Who Serves Best）」の理解を深め、広い意味
でのサービス精神(奉仕)で人に役立ちたいという心を高めながら、さらに「四つのテスト」に

照らして自分たちの事業および専門職務の道徳的水準を高めることに努めつつ、ロータリーを

十分に語り合う年にしたいと思います。

●「ロータリーの心のふるさと」を尋ねよう・・・・・歴史

●私たちの「ふるさと」に何をサービス(奉仕)が出来るだろうか・・・・・社会奉仕

●「世界」に向けてどのような「良いこと」が出来るだろうか・・・・国際奉仕

振り返り、考え、先を見据えて、力強く前に一歩を踏み出し、「RI戦略計画」を進めましょう。
最後に松尾芭蕉の名言を付して、結びとさせていただきます。

「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」(松尾芭蕉・南山大師)

RI 第 2610地区2016－17年度年度ガバナー岡部一輝
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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
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」


