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2017年 9月のロータリーレートは１ドル＝ 109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

『 我等の生業 』

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〕ﾎﾃﾙ日航金沢ﾁｰﾌｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 小島久枝（こじま ひさえ）様

〔米山奨学生〕李紅艶（リ コウエン） さん

(2)ビジター
小矢部 RC 酒井 安子（さかい やすこ）様 ※私の夢は小矢部 RC のコンシェ

ルジュになることで、今日の卓話者がホテル日航金沢コンシェルジュの小島さんというこ

とで卓話を聞きに参りました。よろしくお願いいたします。

金沢香林坊 RC 小幡謙二（おばた けんじ）様

５．皆出席顕彰

１９ｶ年 谷 伊津子 会員

１１ｶ年 藤間勘菊 会員

６．米山奨学生へ奨学

金の支給

李紅艶さん

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 ①本日例会終了後「松の間」におきまして第３回目の「20 周年実行委員
会」を行います。

② 10/29（日）加賀市で行われる地区大会の参加について、変更のある方は本日中に事
務局までご連絡をお願いします。なお当日は、昨年同様マイクロバスを手配して「市民芸

例会便り
第 888回
2017.9.21（木）
ホテル日航 5F

例会出席率 27/47 57.44 ％
表靖子 SAA 7 月の平均出席率 63.89 ％
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術村」に集まって加賀市へ向かいたいと考えています。詳細については後日ご案内いたし

ます。

③「如来寺例会 (10/5)」の出欠締切は 9/28 です。また「北クラブとの合同例会 (10/19)」
の出欠締切は 10/5です。いずれも期日までのご連絡について

ご協力をお願いします。

④「ポリオ撲滅のためのニコＢＯＸへのご協力依頼」がガバナー事務所よりきておりま

す。クラブとしては会員ひとり千円をニコニコボックスから寄付をさせていただきたいと

思います。ご了承ありがとうございます。

８． ニコニコＢＯＸ紹介 ¥8,000- 本年度¥187,000- 残高¥5,114,326-
上杉輝子会長：小島様本日はようこそ。お待ちしていました。お話楽しみ

にしていました。

大路孝之幹事：小島様ようこそ。卓話楽しみにしています。よろしくお願

いいたします。

永原源八郎会員：小島様こんばんは。「旅の翼・心の翼」卓話楽しみにして

おります。

宮永満祐美会員：小島様本日はようこそ。いつもありがとうございます。

９． 卓 話

『 旅の翼・心の翼 』

ホテル日航金沢ﾁｰﾌｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 小島久枝（こじま ひさえ）様

紹介者：衣川昭浩会員 今日の卓話者について３つの切り口でご紹介申し上げます。

まず１点目はコンシェルジュについて。「レ・クレドール」世界４５ケ国、会員数約４千名の組織の正会

員です。日本では正会員が２８名しかおりません。その中の一人でして、コンシェルジュというのはお

もてなしのスペシャリストですのでスペシャリストの中のスペシャリストということです。

２点目は２００５年以降、石川県・金沢市の検討委員会のメンバーになってございます。例えば２００

５年「金沢市観光戦略プラン」策定委員、近いところで２０１５年には「ほっと石川観光プラン」検討

委員、今年度は「石川県景観審議会」委員、「石川県産業教育審議会」委員など、観光振興のための働き、

獅子奮迅の働きをされている、そういう一面もあります。

３点目はホテル日航金沢のチーフコンシェルジュということで、現在宿泊部次長とういうことで会社の

中では管理職です。女性の多い職場ではありますが、

管理職の大半は男性でして、彼女は４人いる女性の管理職の一人です。

ホテルというのは施設も重要ですが、人が財産、人が宝でして、今日はまさに宝の中の宝をご紹介申し

上げます。

ホテル日航金沢 チーフコンシェルジュ （宿泊部 次長）

1985年 日本航空（株）入社

国際客室乗員部 配属

1994年 ホテル日航金沢 開業準備室 入社

〃 開業

ゲストリレーションズ（VIP 等顧客接遇・コンシェルジュ業務担当）配属
1997年 レ・クレドール国際準会員承認

2002年 レ・クレドール国際正会員承認

（コンシェルジュの世界的組織、現在４５カ国約４０００名、
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日本は２９名のメンバーが在籍）

2003 年 ニッコーホテルズ（当時国内外５５ホテル）ホスピタリティアワード受賞 （ホスピタリテ

ィある優れた接客技術を表彰）

2004年 ほっと石川ホスピタリティ賞受賞

2005年 兼六園周辺文化施設活性化検討委員会 委員

金沢市観光戦略プラン策定委員会 委員

ASEANサミットにおける当時の小泉首相等日本要人のクアラルンプールご滞在期間の接遇担当
2006年 金沢観光関連事業 審査員

JAL Dream Skyward賞受賞
石川県行政改革推進委員会 委員

2007年 北陸新幹線関連研究専門部会 委員

全国健康福祉祭石川大会 基本構想策定委員会 委員

2011年 石川県おもてなし推進協議会 委員

2012年 新幹線開業ＰＲ戦略実行委員会 委員

2013年 金沢百万石まつり新幹線開業魅力向上検討チーム 委員

石川県金沢観光情報センター機能強化検討会 委員

2014年 金沢市文化ホール懇話会 委員

2015年 ほっと石川観光プラン 2016検討委員会委員
2016年 新幹線開業ＰＲ推進団体等顕彰選定委員会 委員

2017年 石川県景観審議会 委員

石川県産業教育審議会 委員

石川県観光連盟有料観光従事者表彰受章

過去３５０回を超える社内外マナー研修・講演

講師を務める

〔概略〕

１．ＪＡＬで学んだ事

２．コンシェルジュ

３．レ・クレドール

４．空と地上、同じ想い

５．接遇マナーの基本

１０．質疑応答

１１．謝辞・謝礼 点 鐘

金沢市内クラブの例会変更のお知らせ

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
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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 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 10/19（木）19：00金沢東急ホテル「金沢北ＲＣ合同例会」

＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 319回 2017.9.28 炭谷 亮一

今日、日本では人工減による労働人口の減少が大変な社会問題化している、幸い今春、

来春卒業の大学生にとっては、売り手市場で我が世の春なのかも知れない。

約１８年前は大不況で大卒者の６０％程度しか就職出来ず、当時私自身娘の就職試験に随

分気を揉んだのが思い出される。

さて労働人口減少による人手不足は深刻にもかかわらず、日本は単純労働の外国人受け入

れを公式に認めず、移民に関して鎖国的な政策を続けている。

だが留学生や技能実習生の肩書で呼び込んだアジアの若者達に、低賃金の単純労働を担わ

せているのが実態だ。国際的な尺度からみても、実態は移民の主要受け入れ国の一つにな

っている。

ＯＥＣＤは統計上、「国内に１年以上滞在する外国人」を移民と定義している。加盟３５

ケ国の外国人流入者数をまとめた「国際移住データベース」から、２０１４年の１年間に

おける移民の動きを見ると、流入者が多いのは欧州（１８１万人）北米（８８万人）アジ

ア（５７万人）と続き、その内の４割以上を日本（２４万人）が受け入れている。出身国

別で１万人未満の流入を含めると、日本は３４万人に上り、ドイツ（１３４万人）米国（１

０２万人）英国（５０万人）韓国（４１万人）に次ぐ世界第５位の移民受け入れ国となっ

ている。

今日２０１６年１０月の時点では厚生労働省の「外国人雇用状況」によると技能実習性２

１万１１０８人留学生２０万９６５７人を含めて日本で働く外国人は１０８万３７６９人

となっている。

現在の日本の経済状況からして実質賃金が低迷し、国民の貧困化が継続している状況で、

外国人労働者の受け入れの拡大は、デフレや不況で経済成長していない国では、限られた

所得のパイをより大勢で奪い合うかたちになるため、名目賃金は低迷せざるをえない。結

果名目賃金が物価上昇率に追いつかない場合、実質賃金は下がる。ちなみに、２０１６年

通年のインフレ率は、日本銀行の物価判断に用いられている「生鮮食品を除く総合消費者

物価指数」で見ると、マイナス０．３％であった。再度デフレの方向に向かっている様だ。

物価が安定的に上昇し、名目賃金の伸びが大きくなり、実質賃金が増えるという状況とな

るのはかなり先のことかも知れない。安倍政権が経済へのテコ入れすべき唯一の策、それ

は生産性の向上こそがＧＤＰを大きくし、経済成長させる方策である。以下は「日本の実

質賃金の推移」である。現在でも１９９７年のピークを越えることはない。

（厚生労働省）現金給与総額の年平均
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放射能汚染の実際はどうなの？

チェルノブイリとの対応の違いについて ＮＯ .５ ９．２６ 村田裕一

放射線災害時の為に設

置されていた「スピード」

は停電などで資料が残ら

ず、活用できなかったと

の事です。活用されてい

れば被曝量などが詳しく

知る事が出来ます。被曝

量が判っていると個々人

に対する医療、補償など

の基礎的な資料がより客

観的につくれますね。政

府はチェルノブイリと比

べると推定被曝量は悠に

少ないから甲状腺癌は起

こらないとの見解を示し

ています。推定被曝量は

科学者や計算式により政府発表よりも高いものを含め様々な意見があります。原子力安全

委員会から、追加で甲状腺モニターを使用した精密な被曝調査の必要性を指摘されながら、

調査が物理的に不可能（放

射性ヨウ素の半減期は１４

日短いと）になるまで放置

したのは何故でしょうか？

ドイツをはじめ欧米など

から日本政府発表よりも詳

しい各地の被曝量の資料が

報告されています。米国は

これまで核実験などから積

み上げてきた豊富な資料を

持っています。福島原発が

爆発した時に米国民は８０

ｋｍ圏外に避難せよ！と勧告しましたね。でも日本政府は３０㎞圏外でした。最悪の結果

は免れましたが、東京もとても危険な状態でした。報道管制がされたのか、爆発当時の東

京駅は政府、報道関係者など事実を知り得た人々が避難するため、かなりの混雑をしてい

ましたがニュースにはなりませんでした。

以下、米軍からの資料を載せておきます。

チェリノブイリ法と放射能汚染地域の対応について：第１回目の表は見づらかったので再

度記載します。

日本では 20mSv 以下は居住制限なしに暮らせる地域
とされている。

ウクライナでは 20～ 10mSv は強制避難 10 ～ 5mSv
は移住義務 5 ～ 1mSv は移住権利 1 ～ 0.5mSv は医
療支援となっている。日本に比べるとはるかに配慮さ

れている。
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しかも、日本の環境省によると１日の１６時間は屋内にい

て被曝量が少ないと計算して内部被曝も計算せず。空間線量

も日本は地上１ｍ、ウクライナでは数値が高く出ると地上１

ｃｍでの再計測なので値はより高くなる。そのため日本の２

０ mSv はウクライナの 100mSv に相当する。しかも、チェル
ノブイリ法はソ連邦崩壊による財政難から大幅に妥協された

ものです。

日本はウクライナと違い、国土が狭く移住先がないと判断

した妥協の産物としての基準値なのだと思います。何処まで

被曝を受け入れるか？今後の被曝の影響は？未知なる被曝実

験場と化しています。被曝に敏感な子供達や妊婦だけでも何か対策はないのでしょうか！

福島の空間線量計からわずか数メートル離れた場所で計測するとあら不思議！もっと高い

値を示している。計測装置の土台を地面からの放射線を遮断する構築物にしているためで

ある。 放射能を帯びた 砂埃を吸入しておこる内部被曝を避けるために子供たちは外遊び

が制限されている。思いっきり遊ばせるためのドーム公園も計画されたが、外は危険だと

知らせるようなものだとして実現しなかった。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

クラブ創立第 20周年回実行委員会
2018 年 4 月 21 日にクラブ創立第 20 周年記念祝賀会が行われれます。宮永満祐美委員長の
もと準備が行われています。

役割分担予定

総合管理 上杉輝子会長 実行委員長 事務局長 宮永満祐美

事 前 準 備 チケットと講演会の人数管理 大路孝之 会員全員

他クラブへの招待 大路孝之 藤間、岩倉、石丸、金、炭谷、村田、宮永

登録人数管理 出席者 懇親会役割 大路孝之 衣川

寄附の手配 大路孝之

看板、CD、国旗の手配 講演会式典会場の準備 大路孝之 北山 衣川

日航 大路孝之 衣川

映像制作 当日の撮影 大路孝之 井上 石丸 村田

印刷物 （パンフ・チケット） 大路孝之 矢来 井上 西村

お土産 弁当 当日の食事のメニュー決め 大路孝之 水野 藤間 杵屋

当 日 講演会・式典 舞台裏進行監督 北山吉明 衣川

式典司会 井口 上田

講演会・式典受付 東海林也令子 水野 布施 上田 助田 井上

（式典が始まったら日航へ〉 矢来 谷 土田 江守道子

会場内 誘導 若狭豊 ′ 武藤

VIP対応 櫻井氏 野村 浦田

VIP対応 知事 市長 魏賢任 杵屋 東海林

VIP対応 楽屋お茶 布施美枝子 木下 村上

音楽堂への誘導 魏賢任 杵屋 木下 村上 高田・ 江守巧 永原

懇親会 進行監督 武藤清秀

懇親会受付 布施美枝子 東海林 水野 土田

出演者対応 江守道子

会場誘導 森 助田 井上 矢来 谷

懇親会 司会 小浦勇一 辰巳
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虹のおすそわけ お休みに道東を旅行してきました。強風の中の着

陸でしたが、きれいな虹が出迎えてくれました。 村田祐一

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
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

【20 周年実行委員会】
9/28 小西敦子氏卓話

10/5 江守道子会員卓話

10/12 卓話者未定

10/19 金沢北クラブとの合同

例会：金沢東急ﾎﾃﾙ
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