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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 『手に手つないで』

２．四つのテスト

３．会長挨拶 お盆を過ぎましたがこ

れからまだまだ暑い日が続きます。皆

さん健康にはくれぐれも気をつけてく

ださい。お盆休みを日月火といただいて、家内と二人で山の方の温泉で束の間の休息をと

ってきまし。また三つのお墓参りもしました。皆さんはいかがだったでしょうか。今日は

地区ガバナー・ガバナー補佐・幹事のお三方にお越しいただき、後程岡部ガバナーからの

卓話もございます。ためになる話も聞けるし新たな出発ができるかなと思っております。

１）ゲストのご紹介

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 岡部一輝（おかべ かずき）様

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 吉井 清 （よしい きよし） 様

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区幹事 澤田喜朗 （さわだ よしろう） 様

２）ビジターのご紹介 なし

３）皆出席顕彰 9 ｶ年 宮永 満祐美 会員 1 ｶ年 若狭 豊 会員

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤幹事より

①本日例会終了後、５ F「梅の間」におきまして理事役員会を開催いたします。
②来週の例会は、３ F「ルミエール」におきまして開催いたします。
③ 10/23 に南砺市で開催されます地区大会のご出欠について、8/24 までに事務局へご返
信をお願いいたします。

５． ニコニコＢＯＸ ¥20,000- 本年度¥88,000- 残高¥6,171,553-
岡部地区ガバナー：公式訪問にまいりました。宜しくお願い申し上げます。

吉井地区ガバナー補佐：公式訪問に同行させていただきました。宜しくお願い申し上げます。

例会便り
第 842 回

ホテル日航 3F
8/18（木）19:00
例会出席率 24/47 51.06 ％
７月の平均出席率 62.36 ％布施 SAA
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澤田地区幹事：公式訪問に同行させていただきました。宜しくお願い申し上げます。

若狭豊会長：岡部一輝地区ガバナー、吉井清ガバナー補佐、澤田喜朗幹事様 本日

はよろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田地区幹事ようこそいらっし

ゃいました。本日はよろしくお願いします。

石丸幹夫会員：ガバナー岡部様をお迎えして、又よろしくお願いいたします。

岩倉舟伊智会員：岡部ガバナー、吉井補佐、澤田幹事 本日は宜しくお願いします。

上杉輝子会員：岡部ガバナー様 吉井ガバナー補佐様 澤田幹事 ようこそいらっしゃいませ。よろし

くお願いいたします。

大路孝之会員：岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田幹事 ようこそ！今後もご指導よろしくお願い

いたします。

木場紀子会員：ガバナー岡部様ようこそ百万石へ。卓話楽しみに聞かせていただきます。

炭谷亮一会員：岡部ガバナー並びに同行吉井様、澤田様、御苦労様です。

永原源八郎会員：こんばんは！本日は岡部ガバナー、吉井ガバナー補佐、澤田地区幹事様 ようこそ百

万石ロータリーへ。今後ともよろしくお願いいたします。

村田祐一会員：岡部ガバナーようこそ。イノベーションを期待しています。

６． 講話の時間

『 語り合おうロータリー 』 岡部一輝（おかべ かずき）様

若狭豊会長よりご紹介：岡部ガバナーは富山南砺市ロータリークラブに所属され、現在と

なみ衛星通信株式会社 会長でいらっしゃいます。

講話： 今ほど例会前に約１時間色々とお話をさせていただきました。金沢百万

石ＲＣでは国際奉仕にお力を入れておられて予算的にも一番多くなっています。

このクラブの特徴をお聞きしようと思いメンバーにどういう方がいらっしゃるか

をお伺いすると「クラブ要覧」に名簿が掲載されていないということで、別の名

簿を作られているということで、富山県のクラブとは違うところがあります。

自己紹介をさせていただきますと、私は貧乏家庭のため学校へは行けずに独立

して会社を創って食う為にはどうすればいいかと考えてきました。”かごに乗る人 かつぐ人 そのまた

草鞋をつくる人”という言葉があります。私は草鞋の人生 哲学で進もうと思ってやってきました。独

立して３～４年経ったこと、３５～６歳の時に青年会議所へ入って社会勉強をしました。卒業と同時に

ロータリークラブへ入りました。ライオンズからも誘いがあったけれども私の街ではロータリーの方が

人数が多いことで決めました。出席率の悪い会員で入会して３２年目で今７４歳です。仕事を優先する

ことでロータリーを継続できると考えていました。草鞋の人生の私がガバナーになることは予想もして

いませんでしたが、ご縁があってこの場にいます。

ジョン・ジャーム会長から「人類に奉仕するロー

タリー」というテーマをサンディエゴでいただきま

した。言い換えると「人々に奉仕するロータリー」

どういうことかというと、一つには 2610 地区６５
クラブがそれぞれの街・ふるさとにどう奉仕活動を

展開して頑張ることができるかということかと思い

ます。またどうすれば我々のクラブが活性化するか

を考えてみようとした場合に大事なことはポール・

ハリス、シェルドンの理念をどう伝えていくかとい

うことです。今回各クラブを回ってみてクラブが二

分化していると感じています。金沢市・小松市・或

いは富山市・高岡市などの県中心地にあるクラブの
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運営方法や会員数はわずかずつでも伸びる傾向があるのに対し、周辺都市のクラブは創業当時に比べる

と人数が減り厳しい中でやっている。もう一つの見方としては高齢化が進んでいること。クラブ内での

若い人と年配の人との意思疎通が難しいということが問題視されている。それも二極分化であり、どう

すればいいかと考えた時に『語り合おうロータリー』というテーマを設けました。地域差・年齢差を乗

り越えるのは、ロータリーの教えである人間性人格形成をどう高めるかということに努力してきている

のではないか。

ジョン・ジャーム会長から大きなテーマの他にいくつか挙げていて、その内３つをお伝えしたい。

一つはポリオの撲滅があと僅かであるということ。５月データではパキスタンとアフガニスタン合せ

て１７件。今年度で０にしたいということ。

もう一つはロータリー財団が今年１００年目を迎えます。先輩達が、我々がロータリーに自信を持て

るような組織に育てていただいた時間が１００年ということです。これから１５０年、２００年と続け

れるように世界の平和に貢献できるように繋いでいくことが我々の任務だと思います。それには１００

年のけじめが必要と考え、一つの区切りとしてお一人千円のニコボックスをお願いしたいと考えていま

す。本来ニコボックスはお願いするものではなく、思いで出していただくものですが、そういう思いを

出していただきたいと思います。１０月の地区大会で多くの方にご出席いただきたいのですが、その席

でＲＩ会長代理に全員の思いですということでお渡ししたいと考えています。

あと一つは、ＲＩ会長表彰です。ぜひ挑戦して受賞していいただきたい。まず課題を検討していただ

きたい。毎年継続している事業もあるかと思いますが、今までと違った視点を持つことができるのでは

ないかと思います。もしかするとマンネリ化を打開できるかもしれない。そして、My Rotary による報
告、ペンからキーボードによる報告へと変えていただきたいと思います。My Rotaryから報告すべき事、
提案すべき事、調べたい事と使っていただきたい。それもＲＩ会長表彰の挑戦課題だと思います。

私は「語り合おう」と申していますが、学び合うこ

とだとも思っています。若狭会長の「どこをみてい

ますか ロータリー」にも通じていると思います。

少し見方を変えると全く違ったように見えるという

部分があり、各事業もいつの間にかマンネリ化して

いることがあり、ただ相手のあることですからすぐ

やめるということも難しい。

石川県では「クラブ要覧」という名目で、富山県で

は「活動計画書」という名目で内容はあまり変わら

ない報告書を作成しています。視点を変えることが

大事なことだと思います。

今年一年間精一杯進めたいと思います。ぜひ皆さん

のお力添えをよろしくお願いして卓話の時間を終ら

せていただきます。

７．質疑応答 ８．謝辞 点 鐘

パストガバナーからの手紙 273回 2016.8.25
「非常事態条項」 炭谷 亮一

４月２０日（水）現在熊本・大分を震源とする M ７～１の地震が６００回余りも頻発し、地元九州の
人達はもちろん遠く離れた金沢でも自然のもつエネルギーと脅威にただただ恐れいるのみである。一日

も早い終息と復旧をただ祈るのみである。

さて今日憲法改正が国会の内外でようやく議論される様になって来た。以前は憲法改正を議論の俎上に

載せてはどうかとの意見に「日本の平和を破壊する目的だ」と議論しようと試みることさえはばかられ

更には軍国主義者などとレッテルさえはられかねない状態だった。近年ある意味近隣諸国（中国・北朝
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鮮）からの脅威が増して来ている現況に日本人もようやく平和ボケから目覚めて来ている様だ。まとも

に議論出来る雰囲気が醸成されつつある。憲法改正論議の中で中心となるのは第９条改正と非常事態条

項の追加である。

ここでは非常事態条項をとり上げることとする。

現日本国憲法に非常事態条項は存在しないが、実は驚くことに戦後に一度だけ非常事態宣言が発せられ

たことがある。占領下で GHQ が発効したものだ。GHQ が朝鮮学校を廃止すべく「朝鮮学校閉鎖令」を
発令したのに反発して、在日朝鮮人等が暴動を起こし、一部過激派が兵庫県知事を監禁したことに対し

て発令されたものだった。

戦前でも二・二六事件の時、戒厳令が発せられただけで他には非常事態宣言は発せられていない。

ただ、１９５４年までは旧警察法に基づいて、国家非常事態宣言を出す権限が内閣総理大臣に与えられ

ていた。しかし１９５４年の新警察法においては、その権限は認められなくなった。

過去の歴史を振り返れば、日本は島国でありまた人種的にも宗教的にも同質性が高いと言う理由もあり、

明治維新までの外国との戦争は３回、国内でも平安末期と戦国時代を除けば平和が続いた。他国と比べ

ても例外的に戦争の少ない国だった。そして今日でも日本の犯罪率は OECD の中でスペインについで低
く、凶悪犯罪の発生率は OECD 諸国中最少だ。

世界中で稀に見る平和と安全が担保された国であった。しかし現代はボーダーレスに近い状態となりグ

ローバル化が進む中で、日本だけがテロや凶悪犯罪からまぬがれることは次第に難しくなって来ている。

今日パリやベルギーでの同時多発テロ後「非常事態宣言」が発令され、アメリカでも２０１６年１月に

巨大な寒波襲来に対して、ニューヨーク州・ミシガン州等で非常事態宣言が発令されている。

思い起こせば、５年前の東日本大震災のケースで日本国憲法には非常事態条項がなく、３．１１の折に

は災害対策基本法で定められた緊急政令も出せなかった。災対法には、災害緊急事態の布告（非常事態

宣言）の規定があり、政府は甚大な災害時などに緊急政令を出して対処することができることになって

いる。

しかし３．１１の危機に対して、当時の菅直人首相は緊急政令の発動を見送った。国会が開会中であり、

緊急指令を発動すれば「戒厳令の発令する様な感覚をもった左翼思想の首相は必要ない」と判断し「平

時の体制で対処出来る」とした。

今から思えば稚拙な方針に呆れ果てる他はない、我々国民にとっては不幸の極みであり、不幸はあの村

山内閣の時の阪神大震災の時も同様であった。

この災対法の特色は、生活必需品の配布、物価の統制、金銭債務の支払い延期、外国からの救援受入れ

など行うが出来る。そして非常時において人々の権利や自由を制限することによって公共の福祉に寄与

する目的で行われることもあるが、憲法の「自由権」や「社会権」に違反する憲法違反であり、訴訟が

起こり、そのことで社会は更なる混乱に陥ることになりかねない。

例えば災害で家屋に取り残された人達を緊急に救助する為、隣家をとり壊さなければ救出出来ないケー

スにおいて災対法では隣家の住民の承諾が必要となる。ところが非常事態条項が憲法にあれば、ある一

定の範囲で憲法停止状態であり個人の「財産権」を侵害する行為であっても許可なく瞬時に隣家を取り

除いて人々を救出出来る。

従って戦時においてもちろん非常事態条項は必要であるが、中国や北朝鮮と全面戦争になるなど考えづ
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らく、むしろ大災害に対処する為、或いは起きてほしくないがパリやベルギーで起きた様なテロへ備え

等緊急性を要する問題に対処する為「非常事態条項」を憲法改正時に加える必要がある。

備えあれば憂いなしの格言を大切にすべきと思うがいかがかな。

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

金沢市内ロータリークラブ ９・１０月例会変更のご案内 平成２８年８月

金 沢ＲＣ ９月 ７日（水） １８：００～金沢ニューグランドホテル「夜間例会」

１０月１２日（水） １８：００～ホテル日航金沢「観月会」

１０月１９日（水） 地区大会へ振替休会

金沢東ＲＣ １０月１７日（月） １０／１３～１４職業奉仕研修旅行へ振替休会

１０月２４日（月） 地区大会へ振替休会

金沢西ＲＣ ９月１６日（金） １８：００～辻家庭園「観月例会」

９月２３日（金） 休 会

１０月１４日（金） １８：３０～金沢都ホテル「５ＲＣ合同例会」

１０月２１日（金） 地区大会へ振替休会

金沢南ＲＣ １０月１１日（火） １８：３０～つば甚「観月例会」

１０月２５日（火） 地区大会へ振替休会

金沢北ＲＣ １０月２０日（木） 地区大会へ振替休会

１０月２７日（木） １８：３０～石亭「観月会」

香林坊ＲＣ １０月 ３日（月） １８：３０～金城楼「観月会」

１０月２４日（月） 地区大会へ振替休会

みなとＲＣ ９月１３日（火） 休 会

１０月１８日（火） →１０月１４日（金）５ＲＣ合同夜間例会

１０月２５日（火） 地区大会へ振替休会

百万石ＲＣ ９月 ８日（木） 会場変更例会（会場未定）

１０月２０日（木） １９：００～土家「富山西ＲＣ合同例会」

１０月２７日（木） 地区大会へ振替休会

ＲＩＯオリンピック

閉会 8/22

4年後は 東京で

安部首相
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オリンピックの旗を

受け継ぐ

小池東京都知事

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
8/11 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 3 Ｆ「ルミエール」
9/1 中村正臣（株）正花園 代表取締役

⒐/8 ぶどうの木（片町）

9/15 北陸大学 金沢 泉 様

⒐/22 法定休日のため休会

2017.1/26 石田寛人 元チェコスロバキア大使
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