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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

「 ＲＯＴＡＲＹ 」

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶 １２月に入り

ました。ラストスパートです。次年

度準備がはじまり少し肩の荷がおりたかと思いき

や、3/26（日）IM（都市連合会）の具体的なことが決まってきています。２７年２月 ANAホテルでの
開催以来でして、今回は第一分区 AB合同開催となります。各クラブ毎に割り当て・役割分担が決まり
ましたので後程ご案内いたします。

４．ゲストのご紹介〔米山奨学生〕黄 懿園（コウ イエン）さん

５．ビジターのご紹介 横浜南 RC 高作義明（たかさく よしあき）様 前回はじめて

メーキャップさせていただき今回２度目です。輪島市でワイナリーをはじめて３年が経ち

レストランの方も少しずつ成長しております。今後ともよろしくお願いします。

新入会員入会式 ようこそ

浦田 哲郎（うらた てつろう）会員：出身は富山県魚

津市で中学までいました。金沢医科大学６期生で皆さん以上

に長い学生生活を送りました。２３年前に河内村で開業し魚

津の病院も継いで、河内と魚津を行ったり来たりしていまし

た。在宅医療や高齢者介護に携わる中、予防も大切だと考え

て１０年前に魚津で予防のクリニックを始めました。現在金

沢駅西の JR跡地に同じ様な施設を建設しており来年４月オープン予定です。以前に魚津でロータリー
クラブに在籍しており少しかじっておりますが、また皆さ

んからご指導いただきながら、できる限り出席して少しで

もお役に立てればと思っています。よろしくお願いいたし

ます。

小浦 勇一（こうら ゆういち）会員：１０月のオープン

例会に参加させていただき、入会についても若狭先生・魏

さん・上田さんにお誘いただいて今月から入会させていた

例会便り
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だきます。職種は福祉用具・介護用品を扱っていまして、個人の在宅の方の介護のフォローをしていま

す。１７年目を迎えてこれから地域密着で社会貢献ができればと思っており、ロータリーでも活躍でき

ればと思います。よろしくお願いいたします。

７．米山奨学生へ奨学金支給

黄 懿園（コウ イエン）さん：先週は羽咋ＲＣに卓話に行ってきました。

例会場所がわからなかったり、ＰＣとプロジェクターの接続ケーブルがなかっ

たりしましたが、羽咋の会員さんがケーブルを会社にとりに戻ってくれて無事

に卓話を終えることができました。また、大路さんの車に乗せてもらって美し

い海を見ることができました。最近は卒業制作を精一杯頑張っています。

８．今月の誕生者の紹介

１日 村上 咏実子（むらかみ えみこ）会員

３日 上田 喜之 （うえだ よしゆき）会員

《 食 事 》

９． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事：来週の例会は 19時より、招龍亭
において開催いたします。また例会終了後、今年度の理事役員会を開催いたします。

１０． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥20,000- 本年度¥259,000- 残高¥6,296,206-
若狭豊会長：今晩は。１２月新入会 浦田哲郎様・小浦勇一様 ようこそ。大歓迎いた

します。皆様年次総会よろしくお願いします。

武藤清秀幹事：皆さん年次総会よろしくお願いします。高作さんようこそいらっしゃい

ました。

上杉輝子会員：新入会員の浦田様、小浦様、ようこそ御入会ありがとうございます。お

おいにロータリーライフお楽しみ下さい。いよいよ年次総会の日を迎え複雑な心境です。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。小浦さん・浦田さんご入会おめでとうございます。是

非大いに楽しんで下さい。

炭谷亮一会員：三日前に妻・二人の娘・一歳三ケ月の孫そして９４歳の祖母計５人がハワイへ行きまし

た。私は一人留守番です。この調子では祖母は百歳超えでしょう。皆様上部で長生きしましょう。

永原源八郎会員：新入会員の浦田様・小浦様 百万石ロータリーの会員にようこそ。大歓迎します。

西村邦雄会員：上杉様 今後の活動期待しています。

宮永満祐美会員：Ａｒｔ Ｓｈｏｐ月映（つきばえ）が伊勢丹新宿店に出展しますので２回欠席します。

皆さま東京にもしおこしになりましたらどうぞお顔を出して下さいませ。

１１．年次総会 『 次年度理事役員の承認について 』

① 次年度の理事・役員案について 大路孝之副幹事より

② 次年度会長エレクトの承認”武藤清秀会員が承認されました”

③ 次年度理事・役員の承認 ”承認されました”

④ 次年度上杉輝子会長（現会長エレクト）挨拶：あっという間に

こんな日が来まして不安で複雑な気持ちでおります。２０周年の節目にこのような大役

をいただき責任は感じております。微力でございますけれども、皆さんのお力を借りて

一年を無事に過ごせたら嬉しいと思います。精一杯やるつもりでおります。

① 次年度武藤清秀会長エレクト（現幹事）挨拶：再来年の会長をやらせていただきます。今から所信

表明ともいきませんので、これまで半年間幹事をつとめさせていただき、割と気楽に思った

より何もしていないのでこんなノリで会長をやっていいのかなという気がしますので、来年

は上杉さんの色々な言動を参考にして私なりに会長をつとめていきたいと思っております。

また皆さんんのご協力・ご指導を仰ぐと思いますので、その時はよろしくお願

いいたします。

⑥ 次年度藤間勘菊副会長：上杉年度をしっかりと支えていきたいと思っています。２０
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周年は短いようで早かったと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

⑦ 次年度北山吉明副会長：ロータリーの会長は一年。一年で何ができるか、長いようで短いです。上

杉会長には上杉さんらしいロータリーを一年かかってつくっていただきたいと思います。遠

慮はいらないと思うんです。自分がこうやりたいと思って一生懸命やってもそんなに大きく

ロータリーは動きません。大きく外れることもないんです。そう考えてみますとすごく自分

のやりたい風にこの会を導いていっていただければ、それが終わった時に充実感と会員もま

た今年は違ったなという風な気持ちでやっぱり楽しいとなっていくんだと思います。基本は

みんなが仲良くて楽しい、そこにスタンスをおいて自分のやりたい感じ、女性らしいところをだしてい

ただければいいなぁと思います。武藤さんには武藤さんのやり方があると思いますし、一年以上期間が

ありますのでじっくり練っていただきたく、そんな年度にしていただければと思います。

点 鐘

パストガバナーからの手紙 285回 2016.12.8 炭谷 亮一

トンデモ本探訪「日本はなぜ没落するか」 森嶋通夫著

著者森嶋通夫氏は１９６０年代～２００４年まで活躍し、経済学をかじった人なら、誰でも知ってい

る世界的に超著名な学者である（業績はマルクス経済学を数式を用いて説明）。

著者は大阪大学教授をへて、イギリスのロンドン・スクール・オブ・エコノミックス教授を歴任、当時

日本人でノーベル経済学賞に最も近いエコノミストと言われた。又１９７６年には文化勲章を受賞して

いる。

著者は著書「なぜ日本は没落するか」を１９９９年脱稿した。その文庫本が２０１０年７月に出版され

私は６年前に購入さっそく読破し、私の蔵書となって書庫の片隅に放置されていたのを、今年の７月に

入って再度読んでみたが第７章のただ一つの救済案（日本が不況から脱し世界で存在感を保つ為）の項

を読んで唖然というか愕然とさせられた。

それは著者が１９９４年頃から提唱している「東北アジア共同体」つまりＥＵに似た共同体をつくれと

主張した、このことを主題として「日本の選択」を１９９５年に出版したが、日本国内では自身が驚く

ほど反響がなかったと、そしてむしろ韓国や中国での方がよほど好意的だったと述べている。著者の日

本を没落から救済するための私案とは以下の様である。・・・・・・・・・・・

「東北アジア共同体」なるものは、幾つかのブロックからなるもので、中国を例えば６ブロック、朝鮮

半島と日本を各２ブロックにそれぞれ分け、台湾を１ブロックとし、沖縄を独立させ、そこに共同体の

首都を置く、共同体はＥＵの首都がベルギーのブリュッセルに置かれている様に首都は小さな国（沖縄）

に置くのがよい、中国を６ブロックに分けるのは中国以外が６つとなるから、６対６にするためで、台

湾を中国に含めれば７対５となり、中国にやや有利となる。建設主体が中国となるのだからそれぐらい

が均衡値だ。共同体政府（ＥＵの様なもの）の下で建築プログラムを立て、日本は資本と技術を提供す

れば、仕事は大量に創造され、雇用はどんどん増える。もちろん朝鮮半島にも建設候補地はあるだろう。

多くの人は北朝鮮は加入しないというかも知れないが、中国と韓国と日本が説得すれば、早晩必ず加入

する。この共同体をやると言うアナウンス効果だけでも世の中は明るくなり景気は上向く、「東北アジア

共同体」が出来れば、やがてアジアの単一通貨問題に直面するだろう。共同体内での取引を決済する為

に単一通貨（ユーロの様な）は早晩持たねばならないと。

そして軍備の問題に関しては、自衛隊はもちろん共同体軍の構成メンバーとなる。共同体軍はアメリカ

やＮＡＴＯと連携を持ち当然国連軍ともなりうると述べている。

以上著者の主張にちとボケたのではないかと言いたい。大体ＥＵ諸国の共通点はどこかと著者に問いた

い、すべてのＥＵ加盟国は民主主義国家である。国民一人一人に一票を持たせ投票によって政権を選出

している。「東北アジア共同体」のメンバーの内まあ民主主義国家と言えるのは日本・韓国・台湾だけで

あり、中国・北朝鮮にいたっては専制国家・独裁国家ではないか。この両者を取り入れてごちゃまぜに
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するなど、とても国際的に有名なエコノミストの言動とは信じがたく、

妄想・妄言のたぐいに過ぎない。とるにたらない説であり、私自身怒

りさえ覚えた。最後に沖縄を日本から独立とはいったいどこからこん

な発想が出て来るのか不思議でならない！！

「なぜ日本は没落するか」 著者 森嶋通夫 ２０１０年７月１６日

第１刷

岩波現代文庫 定価（９６０円＋税）

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

クラブ例会予定
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
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