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2017年 6月のロータリーレートは１ドル＝ 110円

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ
「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
イアン H.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属
オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度 2610地区ガバナー
クラブのカラーを出そう

点 鐘

１．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．上杉輝子会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト石川第１分区Ｂガバナー補佐〔金沢
みなと RC〕 西野裕一（にしのゆういち）様

(2) ビジター
金沢東ＲＣ 高多倫正（たかた みちまさ）様 増田成利（ますだ なりとし）様

５．皆出席顕彰

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕

大路孝之幹事： ①本日例会了後、西野ガバナー補佐をお迎えしてク

ラブ協議会を開催いたします。 出席を予定している全ての会員の方

は「ルミエール」にお集まりください。 ②来週の例会は招龍亭で行

います。また例会終了後、２０周年実行委員会を開催いたします。出

欠のご連絡がまだの方は今週中に事務局までお知らせください。

③わがクラブで 2013-15 米山奨学生を引き受けていました楊立山さ
んが、先日、中国四川省の四川美術学院の先生として、他の先生方５名と金沢美大に来ら

れました。とてもお元気で昨年ご結婚されたそうです。私と藤間会員とで慰労の会を開か

せていただきまして、楊さんから皆さんによろしくということでした。

例会便り
第 879回
2017.7.13（木）
ホテル日航 5F

出席率 24/47 51.06 ％
4 月の平均出席率 58.94 ％

表靖子 SAA

5 ｶ年 西村邦雄会員 ２ｶ年 井上正雄会員 ２ｶ年 表靖子会員 １ｶ年矢来正和会員
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④ 2610 地区よりゴルフ大会の案内があります。10/27（金）地区大会前日に片山津ゴル
フクラブ・加賀コースにおいて開催されますので、参加ご希望の方は 7/27 までに事務局
へご連絡をお願いいたします。

〔委員会報告〕

井上正雄会員：青少年奉仕からのお知らせです。2018-19 年度派遣交換学生募集要項が届
いています。申込み期限について、8/16 事務局までということですので、よろしくお願い
いたします。

７． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥18,000- 本年度 ¥54,000- 残高 5,117,326-
西野ガバナー補佐：ガバナー補佐訪問に参りました。

金沢東 RC 高多倫正様：金沢東ロータリーの高多倫正です。美味しい食

事と新たな出会いを楽しみに参りました。

上杉輝子会長：西野ガバナー補佐様ようこそおこし下さいました。お待

ちしておりました。本日は宜しくお願い申し上げます。

大路孝之幹事：西野ガバナー補佐、今日はよろしくお願いいたします。

魏賢任会員：皆さま、こんばんは。西野ガバナー補佐をお迎えして楽し

いお話を心より楽しみにしています。

杵屋喜三以満会員：西野ガバナー補佐 本日はよろしくお願い致します。

土田初子会員：事務所に折鶴を持って参りました。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。ガバナー補佐の西野さん本日は有難うございます。

１． 卓 話

「補佐訪問にあたり」 西野 裕一 様

本日ガバナー補佐として訪問いたしましたが、２週後には下口幸雄

2017-18 年度ガバナーの公式訪問があります。現在、世界のロータ
リアンは１２２万人、そして昔と違うのは女性のロータリアンが増

えており、２５万人、全体の２１％が女性会員ということです。こ

ちらのクラブは女性会員が２７％ということで、世界標準を超えて

いるということです。２６１０地区ではまだ女性のガバナーは誕生

していませんが、柳生パストガバナーはぜひにとお考えのようです。

日本の現状では、全会員が８９，５００人、その内女性会員は６％、

２６１０地区も同じような比率で、２ ,６７０人の中で女性会員は
１７３名ということです。今年は世界で１７３名の女性ガバナーが

誕生しました。ガバナー全体でいうと２０％ということです。いずれ女性のＲＩ会長もで

てくることと思います。

このクラブは現在４７名で目標会員数が５０名ということですが、２６１０地区の多くの

クラブも同様に成長させたいという思いがあります。衰退している日本のクラブの中、富

山県滑川ＲＣは今年度終結が決定しております。ＲＩも２６１０地区も”女性会員を確保

しよう”という掛け声でロータリアンを増やそういう形になっております。

以前、次男がＮＹ州フレドニアに１年間の留学をしてお世話になった際、親の責務として

フレドニアＲＣを訪問しました。女性会員が多く２～３割は女性だったように記憶してい

ます。ボランティアをしたり、バザーの収益金で色んなお手伝いをしていくというのが本

当のロータリアン・ロータリーの姿なのではないかと思います。そうするとロータリーの

女性メンバーも自ずと増えてくるのではないかと思っております。折角このような全世界

を網羅したクラブですので、ロータリークラブをある意味利用して色んな方と接点を持ち

ながら、次男も当初はいやいや留学しましたが、帰ってきたら世界観は変わりました。今

もそのことをを活かしながら仕事をしておりますし、我が家も留学生の受入れを経験し、

私も今だに連絡をとっている留学生もありますし、私を訪ねて来てくれる外国人もいます。

ロータリークラブに入らなかったらこういうことがあったのかなと思うとロータリークラ
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ブというのは非常に良い組織であります。そういう活動をするためにもメンバーを増やし

ていかなければならないというのが、ロータリアンにとっての責務ではないのかと思って

おります。そういう意味では下口ガバナーが”女性会員を増やしましょう””各クラブ最

低２名の会員を増やしましょう”という話をされますが、我々としては協力をしてやって

いくことが大変なことだけれども大切なことなのかと思います。私はチャーターメンバー

としてロータリークラブに入りましたが、その５年程先輩に「ロータリーメンバーは１週

間に１回会うんだよ。親戚以上の付き合いになっても不思議ではない」と言われました。

私の友人でロータリーで１０年間程ご一緒した方が亡くなり今日葬儀に出て参りました。

人生ではじめて弔辞を仰せつかって、書くのに時間がかかって、書きながら泣き、読み上

げながら泣いて。しょちゅう顔を合わせる人は親兄妹以上に自分の人生を変えていく、ま

た相手の人生も変わっていく、そう思うと色んな方にお声をかけ違った価値を見い出して、

そして違った人生を選んでいく、というのがロータリーにとって一番大切な事なのではな

いかと思っております。私は死ぬまでロータリーを辞めることはないと思いますが、何が

何でもロータリーを辞めずに多くの方々と一緒に過ごしたいと思っております。ロータリ

アンを増やそうということにご賛同を得て、ロータリーを知らない多くの方にお声掛けを

していただき、メンバーを募っていただきたいと思います。そして、ロータリー財団等へ

ご寄付いただき、それが見えないところで使われ、そして見えない形で自分達の背中に纏

わりある意味で自分達を守ってくれる。そういうことが自分の徳になると考えています。

またの機会があれば、私の仕事であります引っ越しの面白い話をさせていただこうと思っ

ております。

９．質疑応答

１０．謝辞 点 鐘

〔西野裕一ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会〕

上杉会長 大路幹事 井上会員 表会員 魏会員 衣川会員

木下会員 東海林会員 助田会員 谷会委員 西村会員 藤間

会員 武藤会員 村上会員 計１４名参加

上杉輝子会長：現在会員数５０名に向けて魏会員を中心に取り

組んでいます。また今年２０周年を迎え、歴代の会員が頑張っ

ていらっしゃったおかげで周年事業が行えるので、現在の会員

がそれを守って続けていかなければと考えています。

魏賢任会員：会員増強について、先程の西野ガバナー補佐の卓話のお言葉と同じように、

金沢百万石 RC 初代会長の飯野先生からも”親戚以上家族未満”と言われて入会した経緯
があります。現在、私がお誘いする際にも同じようにお声かけしており、また新会員のフ

ォローも心がけています。

大路孝之会員：昨年ロータリークラブの弾力運用ということがありましたが、週１回の例

会開催について他クラブの状況はいかがでしょうか？

西野裕一ガバナー補佐：以前に月２回にしたクラブも

すぐに週１回に戻したといいう話も聞いております。

顔を合わせて同じ物を食べて同じ時間を共有するとい

うことがロータリーとしては良いのではないのかと思

っています。

衣川昭浩会員：入会して１年が経ちました。仕事上で

は関わらない方々と週に一度お会いしていろんなお話
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を聞けるということは、私にとって非常に勉強になります。多くの方々と接し交流を深め

ることで自分自身が成長できることとと、それがいい形で相手に伝われば素晴しいことだ

と思っています。クラブ例会だけではなく、地区大会をはじめとした各イベントに参加し

ようと思っているのは、まさにそれが自分自身の目的です。

村上咏実子会員：私は中国出身で、日本へ来て仕事関連のことはわかるけれどもそれ以外

の人といかに上手につきあっていくか、もっと深く日本を知るために、他業種の成功して

いる方達と接していくことで自分がモチベーションを上げて、知識を得て、成長していけ

る場所と思っています。魏さんにはいつも相談にのっていただいたりアドバイスを受けた

りしています。

西野裕一ガバナー補佐：新会員の方は積極的にメーキャップされたらいかがかでしょう

か。他クラブの卓話者を事前に知ることもできますし、自分が動くことで間違いなく世界

が変わり人脈が広がり、よりロータリーを知ることができると思います。

木下会員：卓話をお聞きしてわかりやすいポイントが多くありました。西野さんは会社の

お仕事はもちろんだと思いますが、ご家庭の円満の秘訣があれば教えてください。それと

毎日やっている習慣などありましたらお教えください。

西野裕一ガバナー補佐：二十数年前から倫理法人会に入っていて、会社では職場の教養を

毎日読んでいます。

助田忠弘会員：６０歳過ぎた時にセカンドライフを考えて、約４年程幽霊会員だった倫理

法人会に復帰しました。ユニセフマンスリーサポートも行っています。ロータリークラブ

は名前を知っていたけれども敷居が高いイメージでした。百万石 RC がセカンドライフの
指針になればと考えています。

藤間勘菊会員：西野ガバナー補佐から見られたこのクラブはいかがでしょうか？

西野裕一ガバナー補佐 :これまで文化人の多いクラブというイメージがあって、今日来て
アットホームであったかいという印象を受けました。

井上正雄会員：入会から３年目となり、最初はただ楽しく参加していましたが、段々と委

員や役が回ってきたりしてそのことは良いのですが、対外的なことをやりだすと、理念や

活動方針など難しく感じて少し重くなってきていました。今日西野ガバナー補佐のお話で、

参加して・お友達になって・何かすることで身につくんだよというのをお聞きして、私は

そういうつもりだったんだということを思い出しました。ロータリーの本をみたら”ロー

タリーとは”ということが書いてあって、目的はこれで良いんだと難しいことよりもその

気持ちが大事なんだということを再認識できました。

上杉輝子会長：他クラブを辞めて百万石 RC へ入会したいという方がありまして、結論と
しては OKなんですが少しお待ちいただくということになっています。

西野裕一ガバナー補佐：ルールはないのですが、暗黙の了解でそんなことはないと思って

いました。あるクラブに籍をおいたままメーキャップすることもできるのだし、そのこと

が最終的に自分のためになるのなら、クラブの会計さえ許せば色んなクラブを回っていた

だけばご自分のクラブの再認識ができるのではないでしょうか。

パストガバナーからの手紙 310回 2017.7.20 炭谷 亮一
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やさしい放射線の話し その⑦「日本の原子力技術は高いか？」

今年東芝は自身の米国の原発子会社ウェスティングハウス（ＷＥＣ）に７０００億円に

ものぼる損失発生の可能性を発表しました。東芝の屋台骨が大きく揺らぐ可能性の発表が

ありました。アメリカでの原発建設に予想外の経費の出費の為で、国内の原子力未来の再

編が連想されるものの日立、三菱重工とて国内外の原発事業の縮小傾向の中、東芝を支援

する余裕など存在せず、主力の半導体事業に外部資本を注入して債務超過の回避を図るも、

東芝は原子力事業を支えきれない可能性が高いです。

日本のマスコミの一部には日本の原子力技術は世界最高レベルとの報道もあると報道して

いますが、何を根拠にその様な表現となるか理解出来ません。確かに東芝、日立、三菱重

工は世界の原子力産業の主要メンバーであり、東芝は高い原発技術を持つアメリカのＷＥ

Ｃの原子力部門を傘下におさめています。しかしＷＥＣは東芝の傘下に入ったが核分裂を

起こす肝心要のコア（自動車で言えばエンジンに相当する）技術を手放しておらず、中核

となる技術の特許は押えています。悲しいかな日本には非核三原則が国是として存在して

います。平和利用とはいえ絶対に核実験できません。従って原発のコアの部分をつくるの

に必要な核爆発のデータがありません。日本は原発開発に最初からハンデがあり完全にア

メリカの支配下にあります。世界の最高技術の原子力空母ロナルド・レーガンの原子炉を

造った会社であり、軍事機密を持つＷＥＣをまるごと日本に売却したわけではありません。

軍事機密部門（ＷＥＣにとって一番もうかる部門）を切り離して、残りが東芝の傘下に入

りました。東芝が買った技術は原子力発電のいわば「メインテナンス技術」だけで、原子

力発電で一番重要なコアの部分である核分裂に関しては、何んら技術を持っていません。

以上から日本は原子力発電所の建物を造る技術や発電機や運転機のメインテナンスをする

技術は世界トップレベルにあるが、肝心要のコアの部分は何んの技術も持っていません。

同じ様なことはパソコンやスマートフォンでも見られます。コアの部分であるＯＳはマイ

クロソフト・アップルそしてグーグルであって、日本の企業はそれを日本語化したりメイ

ンテナンスしている程度です。もともと原子力は原爆等を開発した軍事技術でありこれを

民生用に転用したのが原発であり世界の最高レベルの原子力技術はすべてアメリカ軍とア

メリカの軍需産業に帰します。日本の会社が国内外でどんどん原発を造るとアメリカ開発

の中核技術の特許料がアメリカ企業に入ってきます。それほど高度でない産業用原発の部

門など日本に売却しても最高度の軍事技術だけは、秘密保持、堅持これがアメリカの戦略

と言えます。

実際アメリカの原子力空母の様な発電所を造り日本の周りの海に浮かべれば絶対安全と思

われますが、そうは問屋が卸しません。理由は次の「世界で最も安全な原子炉」の中で述

べたいと思います。

☆ 地区大会・記念ゴルフ大会開催のご案内 ☆

１．開 催 日 時 ： ２０１７年１０月２７日（金曜日）

２．開 催 場 所 ： 片山津ゴルフクラブ ･ 加賀コース ＊ 全組キャディー付 《先着１２０名限定》

石川県加賀市新保町 ト １－１ （０７６１）７５－４８００

３．集 合 時 間 ： ＡＭ８：００（１組目スタート）・・・・・ショットガンスタート

＊各自スタート４０分前に受付をお済ませ下さい。

＊ 〃 ２０分前までにカートまで集合してください。

４．参 加 費 ：メンバー １７，０００円（プレー代・参加費・懇親会費込み）

ビジター ２０，０００円（プレー代・参加費・懇親会費込み）

懇親会のみ参加 ５，０００円

＊食堂での飲食、売店での物品購入につきましては別途、各自でお支払ください。

５． そ の 他 詳細は別添大会要領にてご確認ください。
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10/27（金）地区大会・記念ゴルフ大会に参加します
会員名

ハンディキャップ

片山津ゴルフ倶楽部 メンバー ・ ビジター

・参加を希望される方は上記に記入又は〇印をつけて、7/27（木）までにメールまたは FAX（262-2241）
にて、金沢百万石 RC事務局までご返信をお願いいたします。
・先着 120名限定ですのでご希望に添えない場合もあるかと思いますがご了承願います。

フランス・エミールガレＲＣへ折り鶴の協力を

5/20 イベントが無事終了したとメール連絡がありました。船便で
届く予定で、それが届いたら我々の分も含めて広島に届けたいと

思いますので、約４０枚の鶴を折ってください。白と黒がもし混

ざっていましたら、折らないでください。折った鶴は紐に通さな

くて結構です。大変でしょうがご協力よろしくお願いします。

金沢市内８ RCの例会変更の御案内
金 沢ＲＣ ８月 ９日（水） １８：００～ ホテル日航金沢「納涼懇親会」

８月１６日（水） 休 会

金沢東ＲＣ ８月１４日（月） 休 会

８月２８日（月） １８：３０～ 六角堂 Grill&Bar 「夏の納涼例会」

金沢西ＲＣ ８月 ４日（金） １８：００～ 金沢東急ホテル「納涼例会」

金沢南ＲＣ ８月 ８日（火） １８：３０～ つば甚 「納涼例会」

８月１５日（火） 休 会

金沢北ＲＣ ８月 ３日（木） １８：００～ 松魚亭「夏祭り」

８月１０日（木） 休 会

香林坊ＲＣ ８月 ７日（月） １８：３０～ 場所未定「納涼会」

８月１４日（月） 休 会

みなとＲＣ ７月１８日（火） １８：３０～ 魚匠庵「納涼夜間例会」

８月１５日（火） 休 会

百万石ＲＣ ７月 ６日（木） １９：００～ 招龍亭「会場変更例会」

７月２０日（木） １９：００～ 招龍亭「会場変更例会」

８月１０日（木） 休 会
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７月の花も美しい。

あ

じ

さ

い

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 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

（監査) 後出博敏

(委員会) クラブ管理運営委員長： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 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： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎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 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

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 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 大路 孝之

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 大路孝之

クラブ例会予定
7/6 上杉会長所信表明、

理事役員会：招龍亭

7/13 西野祐一ガバナー補佐
（みなと RC）訪問

ホテル日航

7/20 招龍亭

7/27 下口幸雄（加賀 RC）
ガバナー訪問

ホテル日航

8/3
8/10 休会
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