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2016年 11月のロータリーレートは１ドル＝ 102円

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 』

ロータリーソング

『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶 先日南砺市で開催された地区大会にご

出席の皆様、お疲れ様でした。式典など全体的には良かった

と思いますが、距離的なことや交通の便などホストをするの

は大変だと感じました。

式典ではクラブ増強の表

彰があり、前年度実績に

対し会員増強賞をいただ

きました。来年のＩＭに

向けて現在準備をしています。またご

協力をよろしくお願いいたします。

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕株式会社 提案室 統括責任者 田中大生（たなか ひろき）様

ほっこく観光 北村達矢（きたむら たつや）様

〔米山奨学生〕黄 懿園（コウ イエン）さん

２）ビジターのご紹介 なし

３）米山奨学生へ奨学金支給 黄 懿園（コウ イエン）さん

先週の美大際おかげ様で無事終わりました。最近は卒業制作を頑

張っています。ありがとうございます。

４）今月の誕生者の紹介

１日 水野 陽子会員 ４日 東海林也令子会員

７日 武藤 清秀会員 ２４日 井上 正雄会員

２７日 炭谷 亮一会員 ２９日 矢来 正和会員

例会便り
第 851 回
ホテル日航金沢５Ｆ

11.10（木）19:00～
例会出席率 29/46 63.04 ％
10 月の平均出席率 63.89 ％

井上正雄ＳＡＡ

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0846 2016 11.17

．
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《 食 事 》

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 武藤清秀幹事

①来週の例会終了後、理事役員会を開催いたします。

②８ロータリーの新年合同例会が 1/11 ホテル日航金沢において開催されます。ご出欠を
11/24までに事務局へお知らせください。
③ロータリー財団 100 周年記念として、9 月にニコ BOX より 46,000 円を寄付しました。
その内 26,530 円が年次基金として扱われ、残りはＲ財団 100周年ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ協力金と 100 周年準備委
員会運営協力金とする旨の報告がガバナー事務所よりありました。

５． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥6,000- 本年度¥202,000- 残高¥6,239,206-
武藤幹事：地区大会お疲れ様でした。田中様卓話よろしくお願いします。

魏会員：皆さまこんばんは。久し振りの例会ですね。田中先生のお話を楽しみにし

ています。是非我が百万石ロータリークラブのメンバーに・・・・心よりお待ちし

ています。

杵屋会員：忙しい秋でした。休んでばかりですみません。田中様卓話よろしくお願

いいたします。

炭谷会員：田中様今夜は御苦労様です。皆さん「トランプショック」にあったこと

を我々は一生忘れないでしょう。

６． 講話の時間

紹介者：魏会員

田中大生様『 ４０１Ｋを活用した企業強化 』

株式会社提案室統括責任者 企業年金管理士

昭和 50年 5月 19日生 東京都板橋区出身

◆年間 50 回以上の DC セミナー、年間 100 回以上の個別相談（2015 年度実施回数）“福利厚生を通して
会社を強くする”DC現場担当者。大手メガバンクのセミナー認定講師や、大手企業の専任相談 FP(ファ
イナンシャルプランナー)としても幅広く活躍。現在は富山県高岡市に永住予定(妻と娘の 3 人暮らし)

講話：■タイトル「401Kを活用した企業強化」
2500 万人に新たに解禁！マイナス金利時代の今
こそ、自動的に毎年 15%以上儲かる。最強の老
後資産形成法が誰でも利用できるようになる(平

成 29 年 1 月施行／原則 20 歳以上の全ての国民)
その個人型 DC を凌駕する「選択制 401K」を活
用されていますか？現行の制度と併用しながら、

社員(役員)にメリットがありコストもリスクも

下がります。

「来年 1 月から原則 20 歳以上の全ての国民が利用できるようにな
ることで今非常に注目を集めております・・・最強の老後資産形

成法と言われる確定拠出年金。その中でも、「選択制 401K」と言
われます社員(役員)個人に喜んでもらいながら会社のコスト

DOWN ができて、その結果“企業がハード面とソフト面”双方か
ら強くなれる。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 282回 2016.11.17 炭谷 亮一

「ユダヤ人はなぜ経済的に成功するか？」

よくユダヤ人は頭がいい、とか金持ちであるとか、はては金にきたないとか言われている。頭がよく

て金にきたなければ（私の近くにも何人かいるが）、大富豪になれるだろうか、小金持ち位にはなれても

大富豪にはちと無理と思われる（１０００億円以上）。

米経済誌「フォーブス」２０１５年に掲載された世界長者番付を見て、分析してみたが、全米最上位の

大富豪１０２人（個人資産４２００億円以上）の内、実に３２人をユダヤ人が占めている。

だが、これは今に始まったことではない、アメリカ建国のはるか以前、今から８００年前の中世に遡及

しても確認出来る。

羊毛輸出を通じ、西欧の富強国へ変貌し始めた１３世紀初めの英国、ユダヤ人社会は人口１人当たりが

保有する富という点で、欧州で最も富裕な社会になっていた。英総人口の０．２５％のユダヤ人が流通

している紙幣全体の１/3を保有していた勘定となる。

こうした経済的成功の一因を彼達の信じるユダヤ教の中に容易に見い出すことが出来る。それはユダヤ

教徒が守らなければならない律法のうち、実に１２０以上が、人が生活の糧を得る方法、あるいは貨幣

を倹約し、貯蓄し、それらを使用する方法についての規定である。

ユダヤ教では、人間の営利欲求は神が作り出した善きもの、富を求める衝動は人間の幸福にとって不可

欠なもの、と考えられてきた。

さらにユダヤ教は、その始祖が富者であった唯一の宗教である。ユダヤ教の祖アブラハムは、多数の羊、

多数の山羊、おびただしい金銀財宝を所有していた。その子孫イサクとヤコブ、更には預言者モーゼに

ついても、彼らは莫大な富を所有の自ら祝福しているのだ。キリスト教と仏教いずれもが清貧を激奨し

ているのとは大違いである。

営利欲求に歯止めをかける清貧と言う宗教上の教えが存在しなかったことが、太古の昔からユダヤ人た

ちにビジネスの世界で思う存分、力量を発揮することが可能だった、その結果ユダヤ人の企業家として

の成功はユダヤ教の祖アブラハムの昔から脈々と受け継がれてきた、営利活動への賞賛の賜物なのであ

る（お金持ちになると良くやったと賞賛される）。

さて経済的成功の為の知力の獲得という点にも触れてみよう。キリスト教やイスラム教は神と向き合い、

ひたすら祈る「祈りの宗教」なのに対し、ユダヤ教が生涯を通じて経典を研究し続ける「学びの宗教」

だった事実に注目しなければならない。これは企業家的成功の前提条件である「知力の底上げ」言い換

えれば「頭が良くなる方法」をもたらした。

全ユダヤ人の８～９割が農民だった西暦１世紀。ユダヤ教は今日とは異なり、神殿における祭儀中心の

宗教だった。ところが西暦７０年ローマ軍によるエレサレム神殿の破壊はユダヤ教のあり方を大きく変

える契機となった。神殿での祭儀が不可能になったことで、離散先の各地にシナゴーク（会堂）を建て、

「学びの家」シナゴークでの教典学習中心主義が、その後のユダヤ教の主流となった。

教典学習も初級のトーラ（律法）から中・上級のタルムード（伝承法律全集）へと進むと、かなりの知

力が要求される様になり、そのためユダヤ人の中で知力の乏しい（頭が悪い）者ややる気のないものは

学習が苦痛となり、次々と脱落しユダヤ教徒であることをやめてしまって、キリスト教に改宗してしま

った（キリスト教は勉強しなくてすみ祈っていれば良い）。

こしてローマ帝国初期に総人口の７％（約５０００万人）を占めていたユダヤ人は５００年間で激減し、

「学習不適格者」つまり「頭の悪い人間」をユダヤ人として抱え込まなくなった、こうしてユダヤ人社
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会では「知力の底上げ」を古代の末期に完了していたのである。

ユダヤ人として残ったのは１０％～２０％程度でないかと言われている（５０～１００万人）。

最後にユダヤ人のノーベル賞受賞者数は人口比ではけんちょに多数であることを常々疑問に思っていた

が古代に「知力の底上げ」が自然な形で行われたことに驚嘆した。

次回の会報はユダヤ人に更に踏み込んで「ユダヤ人はなぜ知能が高いのか」とのテーマで記述を試みる

ことにします。

チェコ プラハシティ RCからのメール
Dear Mr. President, dear Mr. Muto, dear Mr./Mrs. Mikio Ishimaru, dear all club members,

I apologize for answering so late. But there were several problems with me recently. Everything seems to be
OK these days and I promise to communicate much better since now.
As it was my idea to find a partner club in Japan, I have been therefore charged by our club committee for
communication with your club. Please let me know if I have to address your secretary Mr. Muto or if I will
write to Mr./Mrs. Mikio Ishimaru just as I am doing right now.
As I have informed you in my letter, that we are quite a small club but with a slogan RIF. It stands for
Rotary Is Fun. And most of our activities is like that. Just tonight we have prepared a ball to generate some
money for our charity projects, This year our country celebrates 700 years since birth of Czech (and
Roman) emperor Charles IV, It was the most famous person in the whole Czech history, as an excellent
politician he ruled over half of Europe (educated in France, later was crowned as Roman and German
emperor). He has founded the Charles university in Prague, he has built half of the city, the Prague
cathedral and much much more. In a word Charles IV was the most famous person of our history.

親愛な会長様、親愛なムトウ様、Mr./Mrsミキオ・イシマル様すべてクラブ・メンバー様
お返事大変遅れて申し訳ありません。

私には最近多くの問題がありましたが。すべてはいまではＯＫのようです、そして、私は今から非常によりよく情

報交換すると約束します。

パートナー・クラブを日本で見つけることは私の考えでありましたが、、私はあなたのクラブとともに我々のクラブ

・コミュニケーション委員会にまかされてます。

私は幹事武藤さんに連絡すべきかどうか、あるいはMr./Mrs石丸さんに書くかどうかおしえてください。私が只今
は、ミキオ・イシマルに宛てています。。

私が我々がスローガン RIFを持つとても小さなクラブであるということを手紙でお知らせてしましたように 「ロ

ータリーは楽しみである。」です。

そして、我々の活動の最大のものもそういうことです。丁度今夜はチャリティのため若干のお金を集めるために舞

踏会を用意しました。我々の国がチェコの（そして、ローマ人の）皇帝チャールズ IVの出生から 700年を祝うこの
年、彼がヨーロッパ（フランスの教育を受けて、それ以後はローマでドイツの皇帝として戴冠しました）の半分以

上支配した優れた政治家として、 彼はプラハでチャールズ大学を設立しました、彼は都市、プラハ大聖堂その他も

ろもろの半分を造りました。一言で言えば、チャールズ IVは、我々の歴史で最も有名な人でした。

And today the ball belongs to the celebrations. The dress code is Gothic period and Charles IV time. We
will have the emperor, several (maybe all) of his four wifes and other dressed people representing the life
in the 14th century. To be an exception of the royal life, I will b e dressed as a Begging Monk, I will beg
not only money, but the food as well, I expect a lot of fun. Next time, you will get some photos from this
event.
Our next activity is "punching". We sell (before Christmas) punch in the very center of Prague, a place
which is overcrowded by thousands of tourists. The money we will generate will be used for other projects,
like Czech Indians in Paraguay, South America. I will let you know about this project later on. And the last
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event before the year´ s end will be the Christmas party with music concert and an auction. An engine, a
person behind all these activities is our president, a very active lady, Mrs. Eva Volsicka. A great person, I
hope you will be able to meet her here in Prague or in Japan.

そして、今日、舞踏会（ボール）は祝賀に属しています。服装規定は、ゴシック時代とチャールズ IV
時代です。皇帝や 14世紀にを表した服装の 4人の wifesと何人かの人々がいます。
ロイヤルライフとは別に、私は物乞いをしている修道士として服を着ました、私はお金だけでなく、

食事もにも 多くの楽しみ期待します。

次の機会にこのイベントの若干の写真をさしあげます。。

我々の次の活動は"punching".です。我々は、プラハで何千もの観光客によっていっぱいの場所、ま
さしくその中心で、パンチを売ります（クリスマス前に）。

我々が生み出すお金が、パラグアイ（南アメリカ）のチェコのインディアン他のプロジェクトのため

に使われでしょう。この事業については後ほどお知らせします。年末の事業は音楽コンサートとオー

クションのあるクリスマスパーティです。これらすべての活動の後ろ建ての人は非常にアクティブな

レディのMrs. Eva Volsicka会長です。偉大な人です。ここプラーグか日本でお会いすることができ
るでしょう。

I hope that we will be able to create step by step a partnership of our two clubs, we will be able to know
each other in person. And later on we will be able to exchange delegations of both clubs. Our country is like
a muzeum of the past centuries, it is a real center of Europe, a mixture of different cultures and people. it
worths the visit. You are welcome.
Looking forward to hearing from you. With the best regards of out president Eva,
Sincerely yours,

Vladimir Petranek

私は我々が段階的に 2つのクラブの協力を確立することができることを望みます、我々は自ずから
互いを知ることができるでしょう。そして、後ほど、我々は両方のクラブの代表派遣団を交換するこ

とができます。

我々の国は過去の世紀の muzeumのようです、それはヨーロッパ、異なる文化と人々のの混ざった
本当のセンターです。訪問の価値があります。歓迎します。

あなたから連絡をもらうことを楽しみにしながら。

会長エヴァのよろしくとの挨拶で、 敬具

ウラジミール ペトラネク （友好クラブ係 会報編集員 石丸訳）

年忘れ例会のご案内

クラブ管理運営委員長 東海林 也令子 親睦委員長 井 上 正雄

１．日時 １２月１５日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）

２．場所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣

３．会費 (1)会員 6，000円 (2)ご同伴者（成人）9，000円 (3)お子様（大人料理）6，000 円
(4)お子様（子供料理）4，000円

４．その他 (1)オークションに出品される方は、当日出品票（別紙）を添えて品物をお持ち下さい。
なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。

(2)飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

村田祐一会員より

１１月１２－１３日に金さんと軽井沢

の休日を楽しんできました。幸い晴天

に恵まれて綺麗な紅葉を満喫できまし

た。お裾分けです
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クラブ例会予定
11/24 勝山達郎会員

12/1 年次総会（卓話なし）

12/8 村上咏実子会員

12/15 年忘れ例会

12/22 服部敦史氏

1/11（水）８ RC合同新年例会
1/26 石田寛人氏

元チェコスロバキア大使

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 広報委員長矢来正和

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

衣川昭浩 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： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎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


