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2017年 8月のロータリーレートは１ドル＝ 111円 10/28（土）10/29（日）地区大会

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

『それでこそロータリー』

２．四つのテスト

３．会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご

紹介

(1) ゲスト：〔卓話者〕インド料理「ルビ
ーナ」代表・石川インド協会会長 塩谷(しおたに）マクスーダ様
(2) ビジター なし

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔委員会報告〕

宮永満祐美会員：20 周年記念例会について、来年４月２１日まであと８ケ月ばかりとな
り、実行委員会で準備をさせていただいており、そろそろ役割分担も決め

たいと思います。当日予定のない方は空けていただき、今から回覧する用

紙に〇を付けていただきたいと思います。当日のスケジュールは、まず櫻

井よしこ様の記念講演・例会に続きホテル日航金沢において、祝宴となり

ます。祝宴では藤舎真衣さんの笛の演奏や芸妓さんの素囃子を予定してお

りますが、手作りのおもてなしをということで、私達の伝統でもあります

自分達が練習をした素囃子をご披露しようという案が出ておりますので、

興味のある方は〇をつけていただきたいと思います。

東海林也令子会員：８月１０日から１３日にわたって行われました第４回石川

国際ピアノコンクールにご協力いただき有難うございました。

井上正雄会員：親睦委員よりご案内いたします。この例会終了後に

３０Ｆ「ル・グランシャリオ」で懇親会を行います。会費は衣川会

員のご尽力で３５００円にしていただいています。皆様ぜひご参加ください。

また来週の例会は広坂しいのき迎賓館「ジャルダン ポール ボキューズ」で

行います。ご参加をよろしくお願いいたします。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 ¥12,000- 本年度¥120,000- 残高¥5,101,326-

例会便り
第 884 回
2017.8.31（木）
ホテル日航 5F

例会出席率 23/47 48.93％
7月の平均出席率 63.89 ％

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0880 2017.9.7

．
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上杉輝子会長：塩谷マクスーダ様ようこそ、本日のお話楽しみにしております。

石丸幹夫会員：私の医院５０周年になりました。万券を入れます。マクスーダ様をお迎え

して。

７． 卓 話 「 本当のことを知り、行動する 」 塩谷マクスーダ様

紹介者：江守道子会員

インド、ジャモカシミール州、スリナガル出身カ シミール大学卒業、同大学大学院博士課

程修了

1980 年?82 年、モンゴル国立大学留学 専攻、中央アジア史 文学博士 インド料理「ルビ

ーナ」代表 石川インド協会会長。いしかわ観光特使 金沢大学国際交流アドバイザー

NGO国連アジア・ユーラシア人権問題の副会長
主な著書：

2000年 「ターラ」

2003年 「ライフ イン ジャパン」インドで出版

2004年 「カシミールの民話」

2008年 「サリーの魅力」

2013年 「プロミネント ウーマン オブ モンゴリア」

2014年 「ストリートチルドレン オブ モンゴリア」など。

１ 第二次世界大戦では、敵同士とな

ったインドと日本でしたが、インパー

ルでの日本兵を脱出させた人間の盾、

東京裁判での、パール判事の無罪判決、

いち早く戦争の賠償責任を放棄し、上野

動物園に象を寄贈する等、インドと日本

との交流が始まりました。日本も ODA の
援助国第３位としてインドを支援してい

ます。

２ アメリカと北朝鮮が、非常

に危険な状況ですが、ブータン

と中国との係争地で対峙する

インドと中国軍も危険な状況

にあります。

日本では、インドが国境を

越えたことが原因とする報道

が多く、本当の原因や背景を取材し

た海外メディアとの違いが際立って

いる。

私たちは、報道に惑わされること

なく何をなすべきかを真剣に考え、行動することが大切です。

．質疑応答 ９．謝辞・謝礼 点 鐘

パストガバナーからの手紙 316回 2017.9.7 炭谷 亮一

「人口減少対策」 人口減少すなわち労働人口の減少は、先進国（アメリカは除外）すべ

ての課題である。

日本では５０年後には人口が３割減の８０００万人台になると内閣府は予想している。

そして６５歳以上のいわゆる老人の占める割合は３５％近くになると予想している。

現在の日本人の生活水準を維持する為には、以下の様な施策が必要と言われている。

①外国人労働者の活用（高学歴者や高技能者は除外）
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②女性の労働参加率の向上

③出生率の向上

④退職年齢の引き上げによる老人の活用

これらすべてを国民合意の上、確実に履行すれば、課題解決は容易と思われるが、ところ

がそうはやすやすと問屋がおろさず、副作用の出現が確実視されている。

特に①外国人労働者の活用はＥＵ諸国の現実を見れば、日本国内で日本人と相当数の外国

人と混在して生活する利点もあるが、欠点の方がより多く生じてくる危険性が大である。

わたし的には、もし外国人労働者の活用する施策を実行する場合には、現在多くの外国人

労働者（３Ｋ従事者や家政婦等）をある一定の条件下に実行している、スイスの例が最良

と思われる。スイスでは多くの外国人労働者受け入れているが、１年間合計して１０ケ月

に限ってスイス国内での労働を認めるという制度である。つまり外国人労働者は１０ケ月

間労働後は必ず出国せねばならない。

つまり通年スイスに滞在することは出来ず、定住しずらくする制度と言える。

もう一方中東のドバイでは外国人労働者の失業は１ケ月程度しか認めず、オーバーステイ

した場合は警察権をもって拘束、国外強制退去を実行しているが、先進民主国家としての

日本としては取りづらい施策と言える。

わたし的には、②女性の労働参加率を向上させる施策が最良と思われる。国・地方自治体

及び企業が協力一体となって女性の労働参加率向上の為の環境整備（保育、育児の完全サ

ポート、フレックスタイムの導入、在宅勤務の促進、正規労働の為の職業訓練、ヨーロッ

パ並みの育児休暇の導入等）して女性が心おきなく働ける状況になれば、女性の労働参加

率は格段に向上するものと思われる。

現在２０１４年の日本の１５才から６４才の女性の労働参加率は６６％で出生率は１．４

４だが福祉先進国スウェーデンでは何んと労働参加率は７９％、出生率は１．８８と先進

国の中では段トツの高水準であり、同じくオランダは７４％で出生率も１．７１と高い。

上記の結果として女性の労働参加率の向上は出生率をも向上させるという、一石二鳥の願

ったりかなったりであり、日本政府は今すぐにでも飛びついてただちに本施策を遂行すべ

きである。

④のいわゆる老人の活用だが労働力不足の補完そして年金財源の不足補完の為、年金支給

開始を遅延させるという二大効果が見込めるが、十分に日本社会の為に働いてきたのだか

ら、余り大きな期待感を持たず、いわゆる老人、個々人の自由意思にゆだねるべきと考え

ている。

金沢市内 RC例会日時変更
金 沢ＲＣ：9/20（水）18：00 金沢ニューグランドホテル「夜間例会」⒐/27（水）休会 10/11

18：00兼見御亭「観月会」 10/25（水）地区大会へ振替休会
金沢東ＲＣ 10/30（月）地区大会へ振替休会
金沢西ＲＣ 9/22（金）休会 10/6（金）18：00 辻家庭園「金沢みなとＲＣ合同例会」

10/27（金）地区大会へ振替休会
金沢南ＲＣ 919（火）休会 10/10（火）休会 10/17（火）18：30 滝亭「観月会」

10/31（火） 地区大会へ振替休会

金沢北ＲＣ 10/19（木） 19：00金沢東急ホテル「金沢百万石ＲＣ合同夜間例会」
10/26（木） 地区大会へ振替休会

香林坊ＲＣ 10/3（月）18：30 金沢東急ホテル「観月会」 10/23（月）チャリティー
コンサート 石川県立音楽堂 10/30（月）地区大会へ振替休会

みなとＲＣ 9/12（火）休会 10/3→ 10/6（金）18：00～辻家庭園 10/10（火）休会
10/31（火）地区大会へ振替休会

百万石ＲＣ 9/7（木）19：00 ポール・ボキューズ「親睦会」 10/19（木）19：00金沢東急ホテル「金
沢北ＲＣ合同例会」
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朝顔は 9月の初めの花とか 金木犀

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 表靖子 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
8/31 塩谷マクスーダ氏卓話

9/7 親睦会：ﾎﾟｰﾙ・ﾎﾞｷｭｰｽﾞ

9/14 山野之義金沢市長卓話

【理事役員会】

9/21 小島久枝氏卓話

9/28 小西敦子氏卓話

10/5 江守道子会員
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