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2017年 2月のロータリーレートは１ドル＝ 116円

金沢百万石

2017年地区大会は 10月 28日（土）29日（日） 加賀ＲＣ

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」 「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 』

２．ロータリーソング

『 我等の生業 』

３．四つのテスト

４．若狭豊会長挨拶

４月に入り新しいことを

始める方もいらっしゃる

かと思います。先日のＩＭにご協力・ご参加された方には有難うございました。今度の地

区協議会でエレクトと実質バトンタッチするような気持ちでおります。新聞紙上では北朝

鮮の新型ミサイルとか、シリアではサリンといった脅威となる事柄で世情不安ですが、ロ

ータリーとしてはそういうものを乗り越えて色んな意味で下支えとなる事業が展開できれ

ばと思います。

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト なし

(2)ビジター 香林坊ＲＣ 小幡謙二（おばた けんじ）様

６．今月の誕生者の紹介

５日 高田 重男（たかた しげお）会員

２７日 後出 博敏（のちで ひろとし）会員

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕

武藤清秀幹事 4/9（日）加賀市文化会館で開催される地区研修会に参加される
理事役員等の皆様にご連絡いたします。”会場周辺の駐車スペースが限られ

ているため、ご連絡いたします。”会場周辺の駐車スペースが限られている

ため、できる限り乗り合せていただきたい” との要望がホストの加賀ＲＣ

よりありましたので、ご協力をお願いします。参加予定の方の名簿は棚にお

配りしましたのでご確認ください。乗り合せについては、事務局等で特に手

配はしませんので、個人的にご相談いおただけばと思います。

〔その他報告〕

谷伊津子会員：先月個人的に高崎でレコーディングをして参りました。事務所へご挨拶に

伺い、丸山会長・根本幹事・田中次期ガバナー・市川さんの４人が集まってくださり食事
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をご一緒してきました。その時に高崎ＲＣではバスを借りて７０名くらいで金

沢を訪問したいという事をお伝えくださいと承ってきました。まだ日にちがは

っきり決まっていないようでした。また１１月に高崎で開催される地区大会に

も金沢から何百人でも来ていただければ嬉しいというお話を承って参りました

のでよろしくお願いいたします。

８． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥4,000- 本年度¥425,000- 残高¥6,599,106-
若狭豊会長：４月に入りました。本日は雨まじりですが気温も少しずつ上がっ

ています。本日の卓話 森会員よろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：皆さん今晩は。森眞一郎様 卓話楽しみにしています。よろし

くお願いします。

藤間勘菊会員：森さん卓話楽しみにしてます。

講話の時間

「 行政書士業務を通じて 」

森 眞一郎（もり しんいちろう）会員

〔プロフィール〕

〇名古屋出身

〇学校を卒業後、柔道整復師として名古屋の病院に勤務

〇平成２年に石川県に来て、父親が代表に就任している建設業団体に勤務

〇平成１９年５月に行政書士開業 現在に至る

途中：医療法人が経営するグループホームや地域密着型特別養護老人 ホーム

等の事務長に就任

〔役 職〕

〇石川県行政書士会 理事

〇社会福祉法人内灘町社会福祉協議会 評議員 等々

〔資格〕

行政書士・介護支援専門員・福祉用具貸与専門相談員・柔道整復師

私は山梨県で生まれて、小・中・高校を名古屋市や岐阜市で過ごしまし

た。現在は内灘町に住んでおり、海まで３～４分の所です。風のない時

はロケーションが良く住みやすいのですが冬場などすごい風が吹きま

す。事務所は金沢市にありまして、毎朝自宅から３～４０分かけて通っ

ています。小学生と中学生の娘が二人います。趣味は小学生からサーフ

インをしていて、一時期プロを目指していましたが途中挫折をして、今

では週末に近くの海で体を動かす程度です。体を動かすのが好きなので

スポーツクラブで筋トレなどをします。４月から今まで通っていたエイ

ムを退会して浦田理事長のスコールに入会をさせていただきました。今日も緊張がほぐれ

るようにスコールのジムで汗を流してきました。１年ぐらい前からゴルフもはじめまして、

メンバーが一人足りないということがあれば、お声をかけていただければ嬉しいなぁと思

っています。

高校を卒業して柔道整復師の資格をとったきっかけは、正看護師の母親が患者さんが元気

になっていく姿をみることにやりがいを感じると言うのを小さい頃から聞いていて、人の

ため・人が喜ぶ事を仕事にできればいいかな～と思ったことと、小学生の時は柔道も習っ

ていて、柔道の師匠からの勧めもありました。資格取得後は病院の整形に勤務していまし

た。いずれは岐阜か名古屋で接骨院を開業するつもりでしたが、父親が金沢の地で建設業

の団体を立ち上げ、国民健康保険組合を始めて、家族の助けが必要ということで呼ばれた

のが２７歳の時でした。建設業の協会・組合でしたので建設業の許可や産業廃棄物収集運

搬許可を取ってほしいという相談も多く、行政書士の資格を取るよう父親からいわれて約
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１年でとりました。

知らない土地に来て友達も少なく、スポーツクラブに通って体を鍛えたり、エアロビクス

のスタジオに参加したりしていました。当時のインストラクターだったのが今の家内です。

健康管理や食事の面でとても助けてもらっています。

経営者の方と知り合うきっかけになればと考え、３３歳の時に金沢青年会議所に入会して

魏さんと知り合いました。また谷先生の教室に通った時には色々とお世話になりました。

ＪＣを４０歳で卒業した後は仕事に専念していましたが、魏さんから事あるごとに熱烈な

ラブコールを受けまして、最初はお断わりしていたのですが、昨年父が叙勲のパーティを

した際に、魏さんに来ていただいたところ、親父に息子さんを百万石に入れて下さいとお

願いしたらしく、結局入会させてだくことになりました。魏さんの熱い行動力にはＪＣの

時から尊敬しています。

行政書士業務はわかりづらいと皆さんに言われます。裁判であれば弁護士、税金のことは

税理士、社会保険は社労士となりますが、そういう”士業”に制限されている以外の官公

庁への書類作成提出代理全般を行政書士が行います。そのため提出する書類の種類が多く

わかりづらいと言う事になろうかと思います。ずっと昔は運転免許センターの周りにたく

さんあったそうですが、字が書けない・読めない方に代わって書いてあげる、いわゆる代

書屋さんという仕事から行政書士という職業ができたようで、今でもそのように呼ばれる

こともあります。似た名称で司法書士がありますが、こちらは不動産の登記関係の書類作

成となります。行政書士の仕事は書類の種類が多いので、各事務所によって得手不得手が

あるかと思います。専門分野に特化した事務所を選ぶのがいいと思います。

事務所を立ち上げて満１０年を迎えますが、この仕事は時代のトレンドがわかるなぁと思

いようになりました。これから開業する時や新分野に進出する場合など必ず行政の許認可

が必要になります。石川県でいえば北陸新幹線の影響で金沢駅周辺の飲食店の営業許可を

とりたいとか、外国人・中国人向けの旅行業、民泊の相談も増えています。全国的には国

土交通省航空局へのドローンの許可申請も増えてきているようです。私の方ではケアマネ

ージャーの資格も持っており、社会福祉事業の許認可の届出を中心としています。具体的

には介護事業のお手伝いということで、介護タクシー・デイサービス・訪問介護・特養・

障害者サービス事業などがあります。

最近では青年後見人としての活動として２０名の認知症の方の後見活動をしています。主

にお金や不動産などの財産管理と入院契約の入所契約・介護サービス契約の締結を行って

います。医療同意が含まれていないのですが、身寄りや親族のない方の後見につくと、手

術や医療の同意を求められます。そんな場合は家庭裁判所と協議しながら主治医とと相談

して進めているのが現状です。

最後に行政機関に書類を出す上で感じたことをお伝えします。行政窓口の担当者の氏名と

交わした会話など簡単にメモをとることをお勧めします。後で言った言わないとなること

を避けるためには重要です。許可をもらう立場と許可を出す立場ですが、上から目線では

だめで、へりくだる必要もありませんが、普通の社会人としての対応で充分だと思います。

また今頃は役所の異動で不慣れな職員が対応されることもあります。そこも注意する方が

いいかと思います。結局は人と人のやりとりなので、親身になってアドバイスをもらえる

こともあります。

１０．質疑応答

１１．謝辞

点 鐘
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パストガバナーからの手紙

2300回 2017.4.13 炭谷 亮一

鳴り物入りの「AIIB」霧散の危機

昨年中国主導のアジアインフラ投資銀行「ＡＩＩＢ」が北京に開業してちょうど一年に

当たる。新たに３０の国と地域が加盟を申請し日本が主導するアジア開発銀行の加盟数６

７を上回ることが確実となった。

さて過去一年間の実績はというと、融資が決まったのはパキスタン向けなどわずか９件総

額約１９７０億円の融資額にすぎない、当初７００人のスタッフ維持を計画したが北京の

本部スタッフは９０人に満たず、審査や融資実務がなかなか進まないお粗末ぶりだ。金融

面で有能な人材はどうころぶか解らない様な「ＡＩＩＢ」で働いては自分自身のキャリア

に傷がつきかねず、自身の将来を考えた場合マイナスとなることが確実視されるような状

況ではいかに高額のサラリーをつまれてもごめんなさい状態といえる。更には冬の北京の

スモッグのすごさに健康は金に替えられぬとの思いも強い様だ。

しかも融資の内訳だが、決定した９件の内６件が世界銀行やアジア開発銀などとの協調融

資で、単独で力量と信用力がない為他の国際機関に頼っているのが実情だ。

さて「ＡＩＩＢ」のような国際開発銀行は、通常融資資金を調達するための債券を世界に

向けて発行するが、「ＡＩＩＢ」を引っ張る中国の信用力の評価とも言える債券の格付け

がアジア開発銀行の様に「トリプルＡ」格の取得できず、ジャンク債となんら変わらない

無格付けで債権を発行すると言う異常な運営におちいっている。債券を発行してもこれで

は中国国内で処理する方法しかないだろう例えば中国の銀行や国営企業にでも買い取らせ

る方法しかなく外国ではこんなものだれも買わないだろう。

トランプ米大統領の顧問はＡＩＩＢに前向きとされたが、現在ではトランプ大統領と距離

を置いているとされる。ＡＩＩＢは恥も外聞もかなぐり捨てて日米に参加を懇願するしか

打開する道は残されておらず、この時には中国主導を捨てるしか道はなさそうだ。

中国指導部も国際金融の世界においては信用が第一ということを肝に銘じ何事も強権的に

行動せず穏やかで平和的にやるのが最良と深く深く認識されんことを切望する。

「オープンロータリー例会」の開催について

会員各位 金沢百万石ロータリークラブ

実行委員長 矢来正和 副委員長 井上正雄 勝山達郎 村上咏実子

下記のとおり「オープンロータリー例会」を開催いたしますので、ご招待状をご友人・

知人・ご家族にお渡しいただき４月２７日（木）までにご出欠の返信をお願いいたします。

 
日 時 ： ２０１７年５月１１日（木）19：00～ 21：00 受付 18:30～
場 所 ： 「魚匠庵」 金沢市駅西新町３-１３-１７ TEL(076)231-1144

  内 容 ： （１）代表者による卓話「ロータリーと私」

（２）ゲストのご紹介・ゲストより自己紹介

 会 費 ： 会員並びにご友人・知人の会費は全額クラブにて負担いたします。

会員のご家族はお一人２千円をご負担いただきます。

※飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

  5/11 オープンロータリー例会出欠通知をお願いします。  
※ 4 月 27 日（木）までに FAX（262-2241）またはメールでご返信をお願いします
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金沢市内ロータリークラブ ５・６月 例会変更のご案内

金 沢：5/31（水）18：00 金沢ニューグランドホテル「夜間例会」

金沢東：5/1（月）休会 6/19（月）休会
金沢西：5/19（金） 5/21（日）浦和東 RC合同例会振替のため休会

6/30（金）18:00～ 金沢東急ホテル「最終夜間例会」

金沢南：5/2（火） 休会 6/20（火）18：30～ ホテル日航金沢「最終夜間例会」

6/27（火） 休会

金沢北：6/22（木）18：30 松魚亭「最終夜間例会」 6/29（木）休会
香林坊：6/19（月）18：30 場所未定「やれやれ会」 6/26（月）休会
みなと：5/2（火）休会 5/16（火）白山比咩神社参拝例会 12：00 6/27（火）休会
百万石：5/11（木）19：00 魚匠庵「オープンロータリー例会」

6/15（木）休会（富山西ＲＣ訪問） 6/22（木）19：00杉の井「会長幹事慰労会」
6/29（木）休会

カワセミをもとめて １１ 村田祐一

ようやく医院玄関脇の雪

柳が咲きました。

ジョウビタキ：冬に日本に

やって来る冬鳥です。スズ

メよりわずかに小さい。

名前の由来は「尉」で銀髪

のこと。ヒタキは「火焚」

で、火打石をたたく音に似

た音を出すことからジョウビタキ。

民話から

昔、スズメとモンツキドリ＝ジョウビタキは姉妹でした。

母親が重い病気になったとき、スズメはお歯グロを塗っていましたが、すぐに駆けつけ死

に目に会うことができました。

モンツキドリは、化粧やモンツキを着たりと時間をかけ、間に合いませんでした。

怒った父親は「もう、こんりんざい食物をやらない」と言いました。

それでモンツキドリは、食事中おじぎをしているのです。

スズメの口もとが黒いのは、慌てて塗っていたお歯グロの痕だとされています。

花は咲く 2017.4．10
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クラブ例会予定
4/6 森 眞一郎会員

4/13 村田 祐一会員

4/20 休 会

4/27 鳥井 孝一様 税理士

5/4 休 会

5/11 オープンロータリー：魚匠庵にて

5/18 太田 豊氏 雅楽奏者

5/25 クラブフォーラム

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

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 浦田哲郎 小浦勇一 木下真知子

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

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


