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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『ＲＯＴＡＲＹ』

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

〔卓話者〕有限会社 ロイヤル企画（ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ・ﾛｲﾔﾙ）代表 中嶋智孝様

(2) ビジター

高岡万葉ＲＣ 村谷 正芳（むらたに まさよし）様

金沢香林坊ＲＣ 村野 元孝（むらの もとたか）様

金沢みなとＲＣ 相良 宝作（さがら ほうさく）様

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事

①本日例会終了後、この会場で「２０周年実行委員会」を開催いたします。

②10/28（土）29（日）地区大会へ参加する方は集合場所・時間の確認を今一度

よろしくお願いします。29日は金沢マラソン開催日となりますのでご注意くださ

い。

③来週の例会は休会です。（地区大会振替のため）

④11/18（土）開催される香林坊ＲＣ３０周年記念職業奉仕セミナーの出欠確認の回覧をお

願いします。

〔委員会報告等〕

谷伊津子会員：個人のことで恐縮ですが、今年ＣＤを発売しまして、１１月１

日「ＣＤ発売記念コンサート 」をポルテ金沢６Ｆアートホールで行います。高

崎の素晴しい設備のスタジオでレコーディングをいたしました。月初めという

こともあり、皆さんお忙しいかと思いますけれどもご協力をお願いいたします。

例会便り
第 893 回

2017.10.19（木）ホテル日航 5F
例会出席率 23/47 48.94 ％

表靖子 SAA 7 月の平均出席率 63.89 ％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0888 2017.111.9

．
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６． ニコニコＢＯＸ紹介 \6,000- 本年度\252,000- 残高\5,185,811-

上杉輝子会長：中嶋先生お待ちしていました。今晩のお話楽しみにしていま

す。

大路孝之幹事：中嶋様ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。

永原源八郎会員：今晩は。中嶋智孝様本日の卓話楽しみにしております。

７． クラブ定款・細則に関する一部改正案の提出

クラブ定款・細則の一部改正について原案どおり承認されました。

〔名称と額の変更〕

入会金 100,000円 ⇒ 運営協力金 70,000円

／2017.11.1から施行

８． 卓 話

「 社交ダンスって何ですか 」 中嶋 智孝様

紹介者：上杉会長

中嶋先生とは同級生で幼馴染です。小さい時は静かでおとなしい青年で

したが、今では日本の社交ダンス界で有名な先生ということで、私も誇

りに思っています。ダンス歴は５１～５２年、現在も現役で教えていら

っしゃって、またご子息とその奥様もダンスの道で大変活躍されていら

っしゃるそうです。

〔プロフィール〕

１９４６年生まれ

１９６４年 七尾商業卒

１９７６年 中嶋ダンススクール開設

１９９１年 有限会社ロイヤル企画（ダンススクール・ロイヤル）代表

役職 内閣府認証 ＮＰＯ法人 ＪＣＦ日本プロフェッショナルダンス競技連盟 中部総

局 総局長

〔卓話概略〕

男女が向かい合い手を組み体をコンタクトして４本の

足が絡むことなく音楽という時間と空間の中に身体を

躍動させて踊る芸術的スポーツ。

ダンスの始まりと種目 ワルツ、タンゴ、ルンバ、チ

ャチャチャ他。

踊ってみたいと思いますか。身体に良い、異姓との交

流・頭を使う・身体を使う。私はもう４１年も教室経

営をしています。

競技ダンスとはどんなものですか。

最後に協議ダンスの審査という面のお話をさせていた

だきます。

私はいつまでも踊っ

ていたいので体を鍛

えています。

姿勢をよくするアイ

デアとして顎を肩よ

り上に置く、生涯現

役ピンピンころりが

夢。以上

９．質疑応答 １０．謝辞・謝礼 点 鐘
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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

第6回日台ロータリー親善会議のご案内

ガバナー 下口 幸雄 地区幹事 田中 知憲

この度、2018年3月1日(木)に第6回日台ロータリー親善会議と懇親会を台湾高雄市 漢来

ホテルで開催の運びとなりましたのでご案内申し上げます。3月2目(金)に日帰り観光も2コ

ース用意しておりますので、多数の皆様方のご参加をお待ち申し上げております。

つきましては、登録申込及び登録料はクラブにてお取りまとめの上、ガバナー事務所まで

ご返信ください。ツアーに関しましては、各クラブでおまとめ頂き、別紙記載の旅行会社

へ直接お申し込みをお願いいたします。

一日目（3月1日 木曜日）

12：00～13：50 登録受付（友愛の家）

13：30～13：50 幹部会議（参会者へは別途ご連絡致します）

14：00～17：30 親善会議

会場 （台湾・高雄市）漢来大飯店 9階 国際ホール

18：30～20：30 懇親会

http://www.grand-hilai.com/?lang=ja
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登録料 日本の会員15,000円／家族10,000円

二日目（3月2日 金曜日）

観光Aコース 台南古都日帰りコース 旅行代金5,000円 （最小催行人数25名）

観光Bコース 高雄ディープツアー日帰りコース 旅行代金5,500円 （最小催行人数25

名）

２０１７年 年忘れ例会の開催について

クラブ管理運営委員長 井 口 千 夏

クラブ管理運営副委員長 東海林 也令子 親睦委員長 井 上 正 雄

平素はクラブ運営にご協力いただき有難うございます。

今年度の年忘れ例会を下記の通り開催いたします。毎年恒例の『オークション』や『ビン

ゴゲーム』を企画しております。また、お子様向けのクリスマスらしい『お楽しみ』もあ

りますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席いただきますようご案内申し

上げます。

１．日 時 １２月２１日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）

２．場 所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣

３．会 費 (1)会 員 ６，０００円

(2)ご同伴者（成人） ９，０００円

(3)お子様（大人料理）６，０００円

(4)お子様（子供料理）４，０００円

４．その他 (1)オークションに出品される方は、品物に出品票（別紙）を添えて当日お

持ち下さい。なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。

(2)飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

金沢百万石RC後援のパイロットクラブのコンサート。
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＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 324回2017.11.9 炭谷 亮一

「国際金融都市構想」

東京都の小池知事はアジアの金融ハブをめざす「国際金融都市構想」の骨子を正式に発

表した。新興の資産運用会社や金融とITを融合したフィンテック企業の誘致、育成を柱に

位置づけている。外資系金融機関の参入障壁となっている日本独特の商慣行の見直しや税

制、規制改革を包括的に進める（ニューヨークのウォール街やロンドンのシティの様な）。

今回の試みの最大の障壁、焦点となっているのは税負担の問題で都税である法人２税（法

人事業税、法人住民税）の引き下げを検討すると明記した。骨子には、行政手続きの英語

対応の拡充、外国人の生活環境の整備など幅広い拠点で企業活動を支援する画策を盛り込

んだ。

最大の問題はやはり法人実効税率である。香港やシンガポールの様に２０％以下に出来る

かにかかっている。東京２３区の法人税は現在３０．８６％である。（この内２２．５５

％が国税）である。都の法人２税は４．５３％でありこの部分は都条例で変更可能だが国

税部分は国の意向次第であり財務省の反発必至である。しかし国家戦略特区を活用して法

人所得が２０％控除される優遇税制の適用も想定出来るが、実現には税の公平性の観点な

どから慎重論が出て来る可能性は大である。

大変ハードルの高い要件だが日本経済浮揚の為、安倍政権と小池都政がこの際両者が今回

の衆議院選の遺恨を払拭して一致協力出来るかにかかっている。間違いなく日本が成長出

来る施策である。

今の日本に３権分立はあるのだろうか？ ＮＯ.１０ １１．９．村田祐一

今回は微妙な話題になりますが、避けては通れない話になります。ロータリーの四つの

テスト、職業奉仕にも関連します。

現内閣がこれまでは出来なかった国家公務員の人事権を握った結果、名誉欲 出世欲 権

威欲 金銭欲を利用して公務員を操っている。政治判断により判決もおもいのままになっ

た。その結果、３権分立は崩れ去り、現状は「司法は行政の一部ということです」との、

元裁判官の言葉は重い。

最高裁事務総局で勤務経験のある裁判官が、政府にとって好都合な結果を生み出し続けて

いる。

原発再稼働に関する裁判に関して「生存権」という概念をもとに福井地裁の樋口裁判長は

原発を止めた。その結果、彼は家裁に降格処分となった。

「憲法と法律にのみ拘束」されるはずの裁判所が、実は、政治的配慮を怠らざるを得なく

なった。政府が国策として進める原発事業の是非を、選挙の洗礼を受けていない裁判官が、

わずか3名で判断するのは勇気のいることだ。

林潤裁判長（47歳）は、関西電力の異議申し立てを認め、「樋口判決」を取り消した。同

判決文で、林裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点はない」と述べている。原

子力規制委員会は「国が作った原発を動かすにあたっての安全基準に対して合致するかど

うかを審査しているが、合致していれば安全かどうかを審査していない」と言って憚らな

い。では安全基準は何のためにあるのだろうか？大津地裁の山本善彦裁判長（62歳）は、

住民側の訴えを認め、生存権を根拠に高浜原発の運転差し止めの仮処分を決定している。

これによって、いったんは稼働した原発は、再び運転停止を余儀なくされることになった
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のであるが、大阪高裁の山下

郁夫裁判長（62歳）により逆

転、再稼働されている。この

人もまた、「局付」経験者

で、最高裁調査官を務めたト

ップエリートである。

原発を止めた裁判官は、地道

に裁判部門一筋に歩んできた

人で占められている。一方、

原発を動かした裁判官は、一

様に最高裁事務総局での勤務

経験があるエリートがほとん

どだ。

前田裁判長は、九州電力の川内原発（鹿児島県）

の再稼働を認め、西川裁判長は、その決定を高裁

で維持した。この西川裁判長もまた、最高裁事務

総局で「局付」を経験したのち、最高裁調査官を

務めたエリートである。最高裁事務総局で勤務経

験のある裁判官が、政府にとって好都合な結果を

生み出し続けている。国民の生命権を守るために

国策に楯突くことは難しいようだ。

三権の長＝最高裁長官をめざし、出世階段は何を

目的に登るのか？ 矜持を持って、正義を失わず

に国民生活の平穏と公平のために汗を流すのか？

人、様ざまの永遠の命題だ！

市井の人々には無いが裁判官には身分保証があ

る。生活するには十分な給与といざとなれば弁護

士として開業できる。ある意味恵まれている職業

です。原発を一次訴訟で止めた裁判官は出世欲を

断念したが、自分と正義に忠実な判決を下せた事

に対する安堵感と誇りが今後の人生の拠り所とな

るのだろう。

岩瀬達哉（いわせ・たつや）氏提供を改編して使用しました。

追記：２０１７．９．１５．学校法人「森友学園」への国有地の売却をめぐり、東京のＮ

ＰＯ法人が、財務省が廃棄したとする交渉の記録を裁判の証拠として保全するよう求めた

ことについて、最高裁判所は、保全の必要性を認めず、ＮＰＯ側の抗告を退ける決定を出

しました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

其の２の投稿：カワセミを求めて１６．

森の木々が紅葉して、葉がだいぶ落ちて野鳥観察の季節に

なりました。

玄関脇の木にもジョウビタキが出現したりと冬の渡り鳥も多

くなりました。

１１月３日（祭）天気予報が外れて良い天気になりました。

カワセミは「まーだだョ」ですが、コマドリに会えました。

落ち葉が清流に落ちて秋を感じさせてくれます。

名前の由来はその鳴き声が駒のいななきに似ていることからです。
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顔が赤いのはお酒が好きなわけではありませんよ、念のた

め写真添付します。カワセミを求めて１６ 追加写真

コマドリの写真追加します。

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
10/26 中嶋智孝氏卓話

【実行委員会】

10/28.29 地区大会：加賀市

11/2 振替休会

11/9 オープンロータリー例会：Ｈ日航

11/16 金沢市副市長 細田大造氏卓話

【理事役員会】

11/23 休会

11/30 親睦例会：片町ジムホール

12.21 年忘れ例会
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