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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．国歌『 君が代 』

２．ロータリーソング

『 手に手つないで 』

３．四つのテスト

４．上杉輝子会長挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介

ゲスト

〔金会員ご紹介〕 柿木 健男（かきのき たけお）様

仲島 康雲（なかしま こううん）様

〔助田会員ご紹介〕北村 信一（きたむら しんいち）様

〔助田会員ご夫人〕助田 千美（すけだ かずみ）様

〔野村会員ご紹介〕小堀 妙（こぼり たえ）様

供田 友希江（ともだ ゆきえ）様

〔米山奨学生〕 李 紅艶（リ コウエン）さん

ビジター 河北ＲＣ 新江 克之（しんえ かつゆき）様

金沢みなとＲＣ 相良 宝作（さがら ほうさく）様

６．米山奨学生へ奨学金の支給 李 紅艶（リ コウエン）さん

７．今月の誕生者の紹介

１日 水野 陽子（みずの ようこ）会員

４日 東海林也令子（しょうじ やすこ）会員

７日 武藤 清秀（むとう きよひで）会員

24日 井 上正雄 （いのうえ まさお）会員

27日 炭谷 亮一（すみや りょういち）会員

29日 矢来 正和（やぎ まさかず）会員

例会便り
第 893 回

2017.11.9（木）ホテル日航 5F
例会出席率 25/47 53.19％

表靖子 SAA 7 月の平均出席率 63.89％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0889 2017.111.17

．
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８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告]大路孝之幹事：

①来週の卓話者は金沢市副市長 細田大造様です。

②来週の例会終了後、理事役員会を開催いたします。

③11/19高崎の地区大会に参加される方でご自身でＪＲチケットを購入さ

れた方へ、補助金の関係で必要となりますので領収証をお持ちくださ

い。

〔委員会報告〕宮永会員：

２０周年事業について、会員の方はもちろん本日入会を検討されている方も来年４月２１

日の予定を空けていただき、楽しく周年事業を行いましょう。

また素囃子の練習も１２月から始めたいと思います。よろしくお願いします。

９． ニコニコＢＯＸ \10,000- 本年度\262,000- 残高\5,195,811-

河北ＲＣ 新江様：百万石ロータリーさんのオープンロータリーを見学にき

ました。

上杉輝子会長：本日のオープンロータリー皆様ようこそいらっしゃいませ。

お楽しみ下さいませ。

大路孝之幹事：今日のオープンロータリー楽しみにいています。お世話して

いただいた会員の皆さん、ありがとうございます。

野村礼子会員：皆さまこんばんは。先週東京中央ロータリークラブにメーキ

ャップに行ってまいりました。改めて百万石のアットホームば雰囲気で学ばせて頂いてい

る事に感謝出来ました。年数回の出席ですがこれからも宜しくお願い致します。

藤間勘菊：ゲストの皆様ようこそ。河北ロータリークラブより新江様、先日はありがとう

ございます。

《 食 事 》

１． 金沢百万石ＲＣ過去の周年事業のスライド上映 司会：

小浦勇一会員

「ポリオ撲滅イルミネーションｉｎ

金沢城」 ２０１１年２月

「創立１５周年記念例会」２０１２

年４月

１１． 会員卓話
石丸幹夫会員 私は1933年生まれです。このクラブを立ち上げたひとりです。金沢北クラ

ブに２０年とこちらに１９年で、金沢百万石RCの１号から今日の８８８号まで毎

週会報を作った会報委員長です。北クラブ時代から約４０年間１回もロータリー

例会を休んだことはありません。しかし、はじめはこのロータリーというものが

全くわからなく、クラブにいても情報があまり入らないということでした。そこ

でクラブの動向をしっかり迅速に報告することがとても大切な事だと思いまし

た。。姉妹クラブである韓国・南光州ＲＣの朴天学先生は毎週うちのクラブのＨＰを見て、

我がクラブのことを本当によく知ってくださっています。

さて、ロータリーとはもともと「ロータリーの目的」にたびたび出てくるように職業上の

高い倫理基準を保つ事が大切です。ロータりアンの言行は四つのテストです。しかし、実
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際はこれのみでは世界的な広がりもなかったでしょう。ここで考え出されたのがクラブ奉

仕、社会奉仕、国際奉仕ですね。これで世界的ネットワークも出来、国際ロータリーの 会

長や役員もできました。話はまたもどりますが、私は金沢北クラブに入会して数年、全く

クラブの事には無知でして米国や 韓国に姉妹クラブがあるなんて知りませんでした。そ

こで百万石RCを立ち上げてからクラブ会報とホームページの充実に全力を傾けました。例

会に欠席してもクラブの流れに遅れない様にするためです。しっかりホームページの会報

を見て下さい。今日は会報から抜粋して15周年から20周年に至るクラブ活動のスライドシ

ョウをいたします。40数枚あります。

金沂秀会員 クラブ１０周年の時に会長をしました。当時はラオスにコンピュータの学校

を建てるための寄付を行い、３回ラオスへ行きました。色々なハプニングも

ありましたが良い思い出です。当時は会員数が３０人程の小さなクラブでし

たが、姉妹クラブにも協力をお願いして大きなクラブに負けないような社会

貢献ができたと思います。 飯野先生（故）、石丸先生、吉田住職といった

８０代の大先輩方の骨太で先端を行く精神が、他のクラブが真似できない色

々な活動を推し進めてくれたと思います。私も１９年間皆勤です。子供時代

は飽き性の三日坊主で一旦途切れるともう来れなくなる気がして皆出席を続けています。

生涯の友といえる人達と出会えておつきあいをさせてもらえることがこのクラブへ入って

一番良かったことです。

１２． ゲストのご紹介・ゲストより自己紹介

金沂秀会員: 柿木さんは太陽メガネの社長です。彼のお父さんとは鳴和地区で仲良くして

いましたが、早くに亡くなりその事業を継いだ息子さんはまもなくＪＣを卒業する年齢と

なったので、ロータリークラブに入るなら百万石やぞと今日誘いました。仲島さんはいつ

頃知り合ったか分からない、加賀屋はこの人でもっているんじゃないかという加賀屋の伝

説の社員です。既に加入申込書を書いていただいている中、今日お越しいただきました。

柿木健男様:はじめまして。鳴和でメガネ屋をしております。父が創業して４３

年になります。父が亡くなったのが学生時代でしたので、金さんには親代わりの

ようにしていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。

仲島康雲様:本来９月に入会申込みを予定していたのですが、諸般の事情で今月

申込みをいたしました。加賀屋の副支配人をしながら、金沢茶屋を兼任してお

り毎日和倉と金沢を往復しています。以前は加賀屋の金沢営業所長をしており

ました関係で、金沢の企業などに出入りさせていだいていました。金さんとは

異業種交流会で知り合って２０年近くになります。今後はロータリーを通じて

皆さんの知恵で磨いていただきますようによろしくお願いします。

助田忠弘会員：ロータリーの事は全くわからないまま今年の７月に入会したば

かりです。北村さんには非常にお世話になっていまして、門前にある実家がゴ

ミ屋敷のようになっていたのを北村さんに綺麗にしていただきました。私以上

に百万石に相応しい方だと思います。
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北村信一様:ＡＳＫ金沢㈱の北村と申します。私は佐川急便に２０年近く勤めた

後、自分で運送業をやり始めて５～６年経った頃遺品整理の仕事を始めました。

東京や大阪などに住む息子さんなどからの依頼がよくあります。家自体を片づ

ける、相続の相談、家を解体して土地を売る、など色んな依頼があります。そ

れで総合窓口として何でも引き受けようとやっていましたら、息子達が会社を

引き継いでくれまして、今は障害児の陸上クラブのボランティアコーチをさせていただい

ています。自分自身は山岳マラソン・ウルトラマラソンという過酷なマラソンをやってい

ます。障害児のボランティアを２０数年続けていまして、何かできないかと思い発達障害

児や知的障害児の改善指導をするインストラクターの資格をとってその指導を今年からや

り始めました。ロータリークラブは社会的な貢献活動もやっていると思いますので、ぜひ

入りたいなあと思います。

助田千美様:家のカレンダーには木曜日にＲＣと書いてありまして、ご飯はい

らないとなっています。今日は一緒にお食事がいただけるとついてきたんです

が、皆さんが素晴らしい活動をされているので、そういうところに参加させて

いただく主人を今度から快く送り出したいと思います。どうぞよろしくお願い

します。

野村礼子会員：入会してから２年程になりますがなかなか例会に来ることがで

きなく申し訳ない次第です。仕事が好きで仕事をして楽しいという中で、将来

自分が何かに貢献したいとか、奉仕というものにほんの少しでも繋がることが

できたらいいなと思っていた時に上杉会長にお声をかけていただきました。今

日はこの二人のスタッフに温かい百

万石ＲＣでロータリーの精神にふれ

て大きく成長してもらえたらいいなと思って、ま

ず見学、そしてここに来れるように頑張ってもら

いたいなと思って連れてきました。小堀は私と２

６年間仕事をしており、来年１月から会社の取締

役に就任することになりました。大学２年生の息

子がおります。供田は美容の方を担当していま

す。猫が大好きで何匹も拾った猫を飼っていま

す。いつか皆様に可愛がっていただけるご縁があ

ればいいなと思っております。

小堀妙様：周りに素敵な方ばかりで緊張しております。本日はお招きありがと

うございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

供田友希江様:はじめまして。今日はお招きいただきましてありが

とうございます。このような席でご挨拶するとは思っておりません

で大変緊張しておりますが、皆様とお目にかかれたことを嬉しく思っておりま

す。

金沢みなとＲＣ 相良宝作様：私の弟がこのクラブの会員ですが彼は仕事が忙

しいようで、兄貴は皆出席です。百万石はアットホームな素晴らしいクラブで、

みなとＲＣが一番いいクラブだと思っていますが、みなとが後にできていたら

百万石に入っていたかもしれません。

河北ＲＣ 新江克之様：私は地区の増強委員長をしておりまして、「ロータリーの友」に
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このオープンロータリーの記事が出ていたのを見て素晴らしいことだというこ

とで、地区の各クラブでも開催しようという流れになっています。地区の増強

委員の魏さんにオープンロータリーの説明もしていただきましたが、今日は見

学に来ました。各クラブもそれぞれのやり方で開催されてそれなりの実績もで

きたということです。ほとんどのクラブが男性中心の中で、今日は会長さん・

ＳＡＡも女性ということで和やかです。男性は縦社会ということがありますが、

女性の場合はフランクな関係を築けるのではないでしょうか。私共のクラブも女性会員を

増やしたいという思いもあるのですが、現実は難しく今日はよい勉強をさせていただきま

した。ありがとうございます。

１３．閉会挨拶

矢来広報委員長：今日は多くのゲスト・ビジターの方にお越しいただき有難う

ございました。２０周年に向けてこれまでの行事を振り返っていただこうとい

うことで、懐かしい場面も多々あったのではないかと思います。今日はどうも

ありがとうございました。

点 鐘

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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会報委員会開催2017.11．8（水）

上田喜之 石丸幹夫 江守巧 江守道子 野村礼子

の各委員が集まり、会報作成方法 ホームページ

や 制作中の20周年に使用するクラブ活動のスライ

ドを検討しました。

金沢市彦三町 いしやにて

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。

＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 325回2017.11.16 炭谷 亮一

「日本国債の海外保有は１０％」

日本国債１０００兆円の内、海外投資家が占める割合は１０％である。日本の市中銀行

の保有率の２０％に迫る。

外国例えばアメリカ国債の約４０％が海外投資家でありドイツ国債は５０％、フランス国

債に至っては６０％と日本国債とはかなり様相が異なっている。ＥＵ加盟国の状況は日本

と違うと言える。買いての国別では米国が１位、２位ベルギー、３位中国と続き、やはり

経済力のある国々が日本国債を保有しているのがわかる。外国勢が日本国債を保有する目

的は主として外貨準備の運用先としている。外国勢の日本国債保有の日本にとってのメリ

ットは国債の安定消化への貢献と日本国債の国際化すなわち信用度が増加した結果ととら

えて良い。又デメリットは外国勢の保有が増えると、海外の金融・経済情勢に左右され、
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金利が乱高下されやすくなるとの指摘もある。

外国勢の保有が増えたとはいえ、国債の９０％は国内保有

だ。しかしその内容は日銀が４０％超保有するかなり異常

な状態であり、かつては国債の安定消化を助けていた国内

の銀行には体力はなく、日銀が永久に国債を買い続ける訳

ではない。日本国債市場の行方に注視しなくてはならな

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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