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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．ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

２．四つのテスト

３若狭豊会長挨拶

今日の新聞に出生数が１００万人割

れという記事がありました。私の生まれた年１９４９年が実数の中で一番多く２７０万人

であったとのことです。１０年前に既に総死亡数が出生数を上回っており、亡くなる方が

１００万人を超えているということです。少し前までは団塊ジュニアの世代が出生率を上

げていましたが、現在は２０～４０代の女性が減ってきているという現状のようです。ロ

ータリーの会員増強に目を向けますと、日本では会員が減少傾向にあり規約が厳しいので

はないか、例えば入会金や出席率目標が活動しにくい状況をつくっているのではないかということで、

規程審議会が条件緩和という方向で進んでいます。今後クラブ内でもご相談していきたいと思います。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト 〔宅話者〕Webプランナー服部 敦史（はっとり あつし）様

(2)ビジター なし

《 食 事 》

幹事委員会報告

武藤清秀幹事：来年の例会日程をご案内します。1/5 と 1/12 は休会ですので、新年最初の
例会は「金沢８ RC合同例会」となり、1/11（水）18：30～「ホテル日航金沢４ F鶴の間」
が会場です。日時等お間違えのないようお願いします。 またご出欠に関して変更のある

方は、事務局まで至急ご連絡ください。

先週、地区の「規定審議会情報交換会」に若狭会長と出席しました。内容は定款と細則の

見直しについてですが、定款についてはロータリーで統一的な物がありますので、そうい

じくることはなく、細則についてはロータリーの定款変更によって見直す必要がでてくる

のですが、百万石の細則はほとんど盛り込まれている様にも思えました。次年度のガバナー公式訪問ま

でには整備しておくようにということでしたので、今後理事会等で諮って審議していきたいと

思います。以上よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：会報委員会より、皆さんの顔写真入りの名簿を２０年ぶりくらいに作りまし

た。回覧していますので、修正・変更があったらお申し出ください。１月中に会員・ガバナー
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・友好クラブのみに配布したいと思います。

若狭豊会長：3/26 に開催されますＩＭについてご報告いたします。会長・幹事のほかに上田会員・大路
会員・表会員・道端会員・村上会員の５名を実行委員に推薦いたしました。当日の会場がホテル日航金

沢ですので、衣川会員にも私から直接お願いすることになるかと思いますのでよろしくお願いします。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 ¥6,000- 本年度￥ 284,000- 残高￥ 6,321,206-
武藤清秀幹事：今年一年有難うございました。服部さん卓話よろしくお願いします。

表靖子会員：服部さま 今日はようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしています。

宮永満祐美会員：一年間ありがとうございました。皆様よいお年を。

７． 講話の時間

『私のソーシャルメディア活用法〜人との出会いがもたらす奇跡〜』

Webプランナー服部 敦史（はっとり あつし）様

紹介者：表靖子会員 私のお茶の生徒さんが３年程前に株式会社を立ち上げた際にＨＰ作成などコンピュータ関連

に苦慮されていました。たまたま私が今年２月からフェイスブックをはじめるにあたり、とても印象的

な方の写真を見つけました。今見られる方は是非ご覧になってみてください。短い文章で素敵な写真が

載っていて魅力を感じました。実際にお会いして間違いないと感じ、冒頭のお茶の生徒さんと引き合わ

せたのがきっかけでした。それから私自身のＳＮＳも個人指導していただいている先生です。

プロフィール

インターネット集客アドバイザー

ホームページ、WEBサイトの制作
主に facebookなどの SNSを利用したソーシャルメディア集客を専門とし
自身も年間に SNS セミナーを 25 回開催し約 300 名をソーシャルメディアのみで集客。その経験を活かし金沢の飲
食店、エステ店、各種教室、小売店

など個人事業主を中心に、ネット集客を総合的にサポートしております。

講話：現在ソーシャルメディアを使って、主に個人事業主の方の集客サポートなどをしています。サブ

タイトルを～人との出会いがもたらす奇跡～としましたが、まさに表さんと出会っ

たきっかけがＳＮＳでありまして、今日この場にいることが出会いがおこした奇跡

の一つです。

☆ソーシャルメディアって？

「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」「ＹｏｕＴｕｂｅ」「Ｌｉｎｅ」など色々あって、テレビなど

では連れ去り事件のツールなどとしてネガティブなニュースの中で取り扱われるこ

とも多いのですが、今日の話で少しでも良い印象をもっていただけたらと思います。

☆ＳＮＳが私にもたらした奇跡

以前にホテルマンをしていた時にＳＮＳを使って情報発信をしていたところ、県外・海外の方との交流

がはじまりました。新幹線開業の頃、”金沢”というキーワード検索が増えた時期がありましたが、金沢

駅や観光地の映像を「ＹｏｕＴｕｂｅ」に投稿していたところ、世界５０ケ国ぐらいからのアクセスが

あり、一個人の映像にたくさんのアクセスがあることに衝撃を受けました。 たまたま私の映像を見た石

川県人会の理事の方から地元発信をしているのなら、観光特使という制度があるからやってみませんか、

という声をかけていただきました。はじめはそんなに詳しくなかったのですが、周囲からブログの立ち

上げ方など教えてほしいという要望があり、引き受けた中で覚えていったという経緯があります。

☆ソーシャルメディアの可能性

田舎では限界集落とよばれる、このままいくと無くなってしまう町や村が沢山あります。そこの人達が

国内や海外に発信できる武器を使って発信することができれば、気付いた人が観光に来たり、住んでみ
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ようかなという可能性がでてきます。こういった分野にＳＮＳを広めていけたらという思いでやってい

ます。

若い人の希望職種の中に、ユーチューバーというのがあります。自分の好きな物を撮って動画をアップ

すると、その再生回数に応じて広告収入を得ることができます。私も約１００本ぐらいあげていまして、

微々たるものですが広告収入があります。自分の好きな物を撮るだけで収入を得られるという仕事は他

にないと思います。例えば外出に制限のある主婦なども知識を身に着けることで、家に居ながら収入を

得る可能性があります。

私は去年の１０月までサラリーマンでして、ホテル業も嫌いではなかったのですが、今やっていること

の方が心ときめいたというかエキサイティングだったということです。この後３０～４０年生きるとし

て、ドキドキする方を選んでいこうと思って辞めました。仕事はうまくいく時いかない時があり大変で

すが、辞めて良かったと今は思っています。

☆その他

ＳＮＳは普通友人・知人と交流するものだと思いますが、私は知らない人と繋がるツールだという誤解

から始まっています。一番最初に見たのが金沢市長のフェイスブックでして、２５００人ぐらいいるお

友達の情報をのぞき見しているような感覚だったと思います。知らない方に片っ端からリクエストを送

っていき、ほとんどの方に承認してもらって、こんなに簡単に他人と繋がれるんだと感動した憶えがあ

ります。そこから県外や海外の方とも繋がって今は５５００人ぐらいいます。そうなると、いろんなリ

アルな情報が入ってきます。

また知らない人に私を知ってもらう為・興味を持ってもらう為にどうしたらいいかと考えて”写真”と

”タイトル”を意識するようにしました。そこをクリアして初めて本文を見てもらえるということを自

分なりに学んで、そこを磨けば知らない人も見てくれるようになるという事を経験しています。できた

ら自分の属性と似た人達と繋がりたいと思い、自分の考えている事や人となりがわかる文章を書いて、

それに共感した人達と繋がっていくというやり方です。共感を得るために自分のパーソナルな部分をだ

していくことを心がけています。自分と似たような人が集まってくるので、ネガティブな投稿ばっかり

をしているとそういう人達が集まるし、前向きな事ばかりを書いていると前向きな人達が集まってきま

す。変な人ばっかりが集まるという場合は自己責任です。

ＳＮＳを通じて繋がった方とは会うこともあり、それによってまた別の展開もあります。コラボしたり

ということもありました。ネットだけでもだめだし、会うだけだと時間が限られるしということで、ネ

ットとリアルの間をいくことで、何か始まるかなと思っています。

インターネットで買い物をする際には口コミ・レビューを確認する方法がありますし、また家電店で実

際の商品を確認した後にネット購入というやり方もあります。日本で売れていない良い品物を海外に出

品することもできます。

今話題のピコ太郎は「ＹｏｕＴｕｂｅ」の再生回数の多さで取り上げられましたが、世界中からのアク

セスで一躍有名になる可能性が誰にでもあるという例です。「Ｇｏｏｇｌｅ」のシステム内には広告があ

って、広告掲載ができます。「ＹｏｕＴｕｂｅ」パートナープログラムを利用すれば再生回数に応じて、

収入が得られるしくみがあり、大体の目安として１万回再生で千円ぐらいの収入です。１０万回再生が

１００本で１００万円の収入です。アメリカには年収数千万ドルの小学生がいくらでもいます。

世界に７０億人がいる中、約１０億人が見ているといわれるメディアなので、ツボにはまればとんでも

ないことになるということです。ただ収入を得ることよりも、自分の趣味・好きな事を動画で保存する

ことで、長続きして結果的にうまくいくということかと思います。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 288回 2017.1.11 炭谷 亮一

名著探訪「ジョニーは戦場へ行った」 ドルトン・トランボ著

第一次世界大戦の傷病兵の悲劇を描いた「ジョニーは戦場へ行った」はハリウッドの脚本家として知

られるドルトン・トランボが書いた名著である。

内容は主人公ジョー・ボナムの独白と言う形式でつづられている。第１部「死者」では、ジョニーが最

初意識の混濁している間、平凡な人生を回想しているあいだに、自分が重傷を負っていること、聴力を
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失っていること、両腕を失っていること、両足を失っていること、更には「口」「舌」「鼻」「目」もない

ことを自覚するにいたる。

第二部「生者」ではモールス信号によって看護婦に「ＳＯＳ」を伝えるきっかけに、自分の人生を返し

てもらいたいと、更には反戦の意思を訴える様になる。

トランボの本書が刊行されたのは１９３８年９月３日であり、独ソ不可侵条約が結ばれたのはその１０

日前、そして第二次世界大戦がはじまったのはその２日前だった、そのことからこの作品は「最後の反

戦小説」と言われている。

刊行後、ニューヨーク市の「ザ・デイリー・ワーカー」紙に連載されたため、数ケ月にわたって、反戦

論者たちの旗印の様な存在に祭り上げられた。そして戦意をそぐ様な反戦色のある本や雑誌は抹消され

た。

戦中絶版に追い込まれたが戦争が終わる１９４５年に復刊したが、その後朝鮮戦争勃発と同時に再び絶

版になった。

反戦を訴えるべき戦時中には入手出来ず、訴える必要がうすれる平和時に入手出来ると言うしかも短期

間に同じ状況が続き二度も発売禁止となった皮肉な運命をもつ本書である。

そしてトランボの悲劇はむしろ戦後により強く鮮明になった。

東西冷戦の激化に伴い赤狩りがエスカレートしたアメリカでは、ハリウッドで活躍する監督、脚本家、

俳優たちもターゲットにされた。

トランボはアメリカとソ連が同盟を結んでいた１９４３年に共産党に入党し、積極的に活動していたこ

とから、１９人のブラックリストの内の一人として存在し、当局からはもっとも危険な人物としてマー

クされていた。

１９４７年１０月、トランボはワシントンンの下院非米活動委員会の聴聞会に召喚されていたが一切の

証言を拒否し「アメリカ下院侮辱罪」で有罪となり、法廷闘争で敗れ懲役１年の実刑判決が確定し、１

９５０年６月から１０ケ月間服役している。

普通はブラックリストに載ってしまうと、ハリウッドでは表立った仕事が出来ない。ところがトランボ

は、ブラックリストに載ってから刑務所入りする３年の間かなりの脚本を書き上げ、相当な現金収入を

得ていた。もちろん偽名や借名を用いていた。出所後もメキシコに逃亡創作活動を盛んに行なっていた。

トランボのすごいところは、この不遇の時代に、映画史上の金字塔と言われている名作「ローマの休日」

１９５２年の脚本を服役後の１９５０年にほとんど書き上げていた。

もちろん映画公開時の脚本家名はトランボではなく替え玉としてイアン・ハンターが立てられた。そし

て「ローマの休日」は１９５３年アカデミー最優秀脚本賞を獲得しているが、当然トランボが賞を受け

ることも称賛を浴びることもなかった。その後も偽名で書いた「黒い牡牛」１９５６年もアカデミー最

優秀脚本賞を受賞している。

しかし、こうした裏でのトランボの活躍・実力が認められ「スパルタカス」１９６０年（カーク・ダグ

ラス主演）でスクリーンに再びトランボの名前がクレジットされる様になった。

そして「ジョニーは戦場へ行った」１９７１年で自ら作品のメガホンを取り映画化し、カンヌ映画祭の

審査員特別グランプリを受賞している。
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１９８０年代に入り赤狩りのブラックリストで名前を奪われた脚本家のクレジットを公式に正しいもの

に改める動きがあり、１９９３年「ローマの休日」最優秀脚本賞のオスカーは彼の遺族に改めて手渡さ

れている。

第二次世界大戦前後の自由の国アメリカで政府がアメリカ市民の思想及び表現の自由を奪った事実がベ

トナム戦争の失敗を初めとする今日の国際政治のカオスの遠因の一つとなっているのかもしれ

NEWS【糸魚川大規模火災】１軒だけ焼けず

…防災特注 奇跡の木造住宅 周辺は焼失「復旧に協力したい」 発生から１週間: 周囲の店舗や住宅
が焼失する中、ほぼ無事だった金沢隆夫さん宅＝２８日、新潟県糸魚川市（市川雄二撮影）© 産経

新聞 提供 周囲の店舗や住宅が焼失する中、ほぼ無事だった金沢隆夫さん宅＝２８日、新潟県糸魚

川市（市川雄二撮影）

焼け野原の中にほぼ無傷で残った２階建ての一軒家が

「奇跡の木造住宅」として注目を集めている。家主が「丈

夫な家をつくってほしい」と地元工務店に頼んで建てた

特別仕様だったことが効果を発揮したという。

この住宅の家主は、会社員の金沢隆夫さん（３５）。瀟

洒（しょうしゃ）な外観の洋風住宅の被害は、窓ガラス

のひびと、エアコンの室外機やインターホンが高熱で変

形するといった程度にとどまった。金沢さんは既に自宅

に戻り、家族らとともに暮らしている。

燃えなかった理由は、普通の住宅とは異なり、火に強いステンレスのトタン板を外壁に使い、一

部は耐火レンガだったことが大きいとみられる。屋根の洋瓦も一部はステンレス製だった。さらに、

暴風に備えて窓はワイヤ入りの二重ガラス。屋根の軒先は火の粉が入りづらいように設計されてい

た。

費用は一般の住宅と比べ１・５倍ほどかかったという。今回の大火では、延焼は避けられないと

覚悟して避難したといい、「火にも強いことを初めて知った」と自身も驚いている。

金沢さん宅を手掛けた工務店「ミタキハウス」は「今後も災害に強い家づくりの提案をしたい」と

している。

市内８ RCの例会変更について
金沢ＲＣ：1/4 1/11（水）休会 1//11（水）金沢８ RC 新年合同例会に振替休会

2/1 18：00金沢ニューグランドホテル「節分の会」
金沢東ＲＣ：1/16（月） 金沢８ RC 新年合同例会に振替休会 2/6（月）18：00
～松魚亭「新春懇親例会」

金沢西ＲＣ：1/6（金）休会 1/13（金）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
2/3（金）時間未定 金沢茶屋「節分例会」

金沢南ＲＣ：1/10（火）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
金沢北ＲＣ：1/5（木）休会 1/12（木）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
2/23（木）18：30 ～松魚亭「夜間例会」

香林坊ＲＣ： 1/16（月）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
2/27（月）休会
みなとＲＣ： 1/5（火）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会
百万石ＲＣ： 1/5（木）休会 1/12（木）金沢８ＲＣ新年合同例会に振替休会

クラブ例会予定

1/11（水）８ RC 合同新年
ホテル日航４ F18：30

1/12 休会

1/19 末松 智氏

復元画家 ホテル日航金沢

５Ｆ「松の間」

1/26 石田寛人氏

元チェコスロバキア大使

金沢学院大学名誉学長

ホテル日航金沢３Ｆ
「ルミエール」
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12月の空

12.16 初 雪 12.22 快晴の朝も

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


