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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

例会開始

１．会長挨拶 上杉輝子会長

１．乾杯挨拶

江守巧会員

進行：武藤清秀親睦委員 出席はやや少なかったのですが約２時間は殆ど会員の親睦談話

となりました。

例会便り
第 894 回

2017.11.30（木）
親睦例会

片町関ビル 3F
ジムホール

武藤清秀 SAA 例会出席率 20/47 42.55 ％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0891 2017.12.7

．
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３．閉会挨拶 井上正雄親睦委員長

例会終了

RI2840地区 地区大会に参加
（姉妹クラブの高崎RCの田中久夫ガバナー）
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撮影 村田祐一会員

基調講演ではブラック企業に対しこんな優良な企業が頑張っていると法政大学坂本光司

教授がお話されました。

その優良企業とは：１３００人の園児の内３００人が障碍児の幼稚園。障碍児を受け入れ

るところが少なく、京都⇒大阪⇒愛知⇒と断られてたどり着い親御さんも。

正規従業員の半数以上が６５歳以上の企業。身体能力に見合った仕事を続け若い人は将来

の自分の姿として働く。

社長をはじめ正規従業員の多くが障碍者。などなど

新しく入った人は先輩をみて将来の自分を予想できる。、こんな会社を存続させようと頑

張るので企業実績が上がり黒字になる。その結果安心して子育てができるので子供も多く

生む。障碍児と共に過ごした子供たちには自然と優しさが身に付き大きくなっても自然と

人にやさしい行動だとれる。などなど

目からうろこの講演でした。こんな講演者を選ばれた田中久夫ガバナーをあらためて尊敬

しました。

金沢からの芸者衆も花を添えました。

ピコタローのそっくりさんも登場！

懇親会上では会場が狭く、多くの会員が立食、廊下まで溢れてのなか、少ないテーブルの

一つを百万石ＲＣに提供頂きました。感謝！

文責 村田祐一

トロント国際大会（2018／6／23～6／27）参加申込みのご案内

参加申込みを希望される方はクラブでお取りまとめの上、別紙「登録およびチケット申

込書式」にご記入いただき、12月8日（金）必着にてガバナー事務所までメールにてお申込

みいただき、登録料についてもクラブでお取りまとめの上、下記口座にお振込みをお願い

いたします。

なお、トロント国際大会への旅行プランについては参加者宛に別途ご案内させて頂きます。

また、既に個人で登録及び旅行の手配をされた方はお手数ですがその旨ガバナー事務所

にご連絡をお願いいたします。地区内参加者把握のためご協力をお願いいたします。

* 申込者が確定しましたら、参加者をお知らせいたします。

＜大会参加の登録料＞ ２０１７年１２月１５日まで（早期申込） ＄３４５

※12月のロータリー為替レートで円建てにてお振込みをお願いいたします。

※１２月１６日以降は登録料が下記のようになります。

２０１７年１２月１６日～２０１８年３月３１日 ＄４２０

２０１８年４月１日以降 ＄４９５

＜お問い合わせ・参加申込書 送付先＞国際ロータリー第2610地区 2017－2018年度ガバ

ナー事務所TEL：０７６１－７５－７８０５ FAX：０７６１－７５－７８１０

E-mail：shimoguchi17-18@rotary2610.net
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申込締切日：2017年12月9日（金）必着

＜お振込先＞ 北國銀行 大聖寺支店 普通 No,１０５８６

２０１７－１８ガバナー事務所 財務 吉田貴 （2017－18ガバナージムシ

ョ ザイム ヨシダタカシ） お振込み期日：2017年12月9日（金）必着

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

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、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。

＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 327回2017.12.7 炭谷 亮一

「アジア通貨危機の素因」

１９９７年アジア通貨危機以前は、アジア諸国（韓国、タイ、インドネシア、シンガポ

ール、香港、フィリピン等）は固定相場制を取っていた。

ではなぜ当時はアジア諸国はじめ途上国は固定相場制を取らざるを得なかったのか考察す

ると。変動相場制に移行するには大変な問題をかかえていた。それは先進国が主役となる

マーケットから見ると、途上国のマクロ経済政策はとても信用出来るものではなかった。

つまり例えば財政支出をカバーする為に紙幣をどんどん削ってしまう途上国が多かった。

それをやったら為替は乱高下するばかりで、まともな貿易も投資も怖くて出来ない。途上

国にとって、先進国が主役のマーケットで信用してもらう為には、為替を固定相場制にし

て貨幣を勝手に増やしたり出来ない様にする以外なかった。

固定相場制にコミットするということが、自国の金融政策の安定化へのコミットメントと

して最もわかりやすいロジックだった。従って途上国は固定相場制を堅持する以外に方法

はなかったのである。

くり返しになりますが、途上国にとっては固定相場制は大変重要な要件であった。さて１

９９７年の通過危機をタイを例にとって論考を試みる。タイはこの固定相場制によっても

う一つ重要なことは外国から安定的に資金を借りることができた。つまり外国からドル資

金を入れて、バーツに代えて国内で運用して儲けが出たらドルに戻して返済する。この間

為替の変動はないので、安定的に運用を繰り返すことが出来た。それでどんどん外国から
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資金が入って来て、タイ経済は飛躍的に発展した。

しかし外貨建ての融資の多くは短期資金だったので、三ケ月の満期が来たら返済してほし

いと海外の投資家から言われます。タイ側にとって少額の場合なら他からドルを借りて返

済に回せばなんとかなるが、高額になるとそれを返済する為に資産を売却しなければなら

ない、売却すると言っても不動産投資の場合は長期投資なので、突然売って現金化しよう

としたら価値が下がってしまう。タイ国内がそうした混乱が出ていることに気付いた投機

家たちは、いよいよ危険だと言うことでみな一斉にタイバーツから逃げようとした。ここ

でタイは固定相場制の恐ろしい現実をとことん味わうことになった。

バーツへの投資が引き上げられる動きを放っておけばバーツが下がってしまう。バーツは

ドルに替えられて返済される為にマーケットにバーツがどんどん流出して行った。その流

出に見合った金額だけ、タイの中央銀行は介入を始めた。手持ちのドルに余力がある場合

にはタイ政府は何んら危機感もなくドル売りバーツ買いで介入していった。

１億ドルがタイからネットで流出すれば、その１億ドル分を政府は外貨準備を放出してバ

ーツを買い取る。そうすれば為替市場での需給バランスは崩れないので固定相場制を維持

出来る。こうしてタイ政府及び中央銀行はドル売りバーツ買いを行った。固定相場制であ

りる限りタイ政府は最後までバーツを買い支えなくてはならない。それが出来なくなった

時、まさに破綻デフォルトと言うことになる。ここが固定相場の一番怖いところである。

これを横目で見ていた投機筋はバーツは必ず暴落する、この局面ではバーツの切り上げは

１００％ないと、ともかくバーツを売り浴びせる売りポジションを取っておけば、予想通

りバーツが暴落した時に大儲け出来ると。タイ政府は必死でバーツを買い支えたが、つい

に外貨準備は底をつき、バーツは大暴落してタイ経済はあっと言う間に失速・破綻してし

まった。

日本の様に経済規模が大きく、外貨準備も十分あり、しかも為替が変動相場制の場合には

まず心配ないと言える。

知られざる被曝 第５福竜丸の陰に ＮＯ.１２ １２．７． 村田祐一

１９５４年３月、マグロ漁船の第５福竜丸がビキニ環礁で被曝したことは多くの方々が

知っています。炭谷氏が以前書かれたようにこの

被曝で命を失った方々は治療目的で輸血された血

液中の肝炎ウイルスによる重症肝炎が直接死因に

なりました。被曝による免疫力低下による重症化

も考慮されるべきです。当時の血液は売血が多く

ウイルスチェックもされていなかった。では、治

療として輸血されなかったらどうだったでしょう

か？被曝したのは第５福竜丸だけだったのでしょ

うか？この２点に関して話を進めていきます。

図が示すように広範囲にわたって被曝されてい

ます。

水爆実験中に第５福竜丸以外に被曝したマグロ船は約１０００隻いた。第５福竜丸ほど

大量に死の灰を浴びることはなかったが、約一万人の被災船員は意図的に隠された。この

ビキニ事件に対応して、日本政府はアメリカの原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）に協力し

て原爆症調査研究協議会に対応を任せる。メンバーには７３１部隊レントゲン班、放射線

の致死量の研究で人体実験をしていた研究者、宮川正氏も参加していた。第５福竜丸以外

で第８順光丸乗組員、高木和夫さんが骨髄性急性白血病で苦しんでいたが「これといって
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目立った放射線障害というものはおそらく無かっただろうと思います」と宮川氏は勝手な

推論を展開しています。その後「放射性物質の影響と利用に関する日米会議」が開かれ、

翌月１９５４年１２月３１日を持ってマグロの調査と廃棄処分を止めています。被曝マグ

ロは市場に出回り潜在的被爆は広がりました。１９５５年１月２００万ドル（当時の金額

で７億２００万円、１ドル＝３６０円）を慰謝料として日本政府に支払う代わり今後はい

かなる補償もしないとの文章を取り交わしています。日本政府は第５福竜丸の船員には補

償金を支払ったが、他の個人には全く支払われなかった。このため補償金を受けた方と受

けなかった方との間に大きな溝が生じ、第５福竜丸の船員はいたたまれなくなり故郷を離

れることになる。その後、ビキニ環礁で被曝した多くの方々は４０－５０歳代の若さでが

んと脳梗塞で亡くなっていった。今も当時のマグロ船の残骸からはセシウムなどが検出さ

れている。第５福竜丸の被爆された方々も輸血後肝炎で命を落とさなくとも、被曝が引き

起こす様ざまな病気で亡くなる確率が高かったでしょう。２０１４年９月厚労省は６０年

ぶりにビキニ事件の公文書を開示した。今後はこのような文書の開示は「重要機密保護

法」により不開示もしくは証拠隠滅されるだろう。この開示に基づき高知県では県議会、

市議会が２０１６年に元乗組員の健康調査を全会一致で国にもとめています。元乗組員や

遺族など４５人による国賠訴訟も始まっています。第五福竜丸乗組員で生き残られた大石

又七氏は「あの時、ビキニ事件をうやむやにしたことが、福島の悲劇を生みだした。ビキ

ニ事件という半世紀以上前の人類への警告を伝えるのが私の使命だ」と語っています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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

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

会員消息

杵屋喜佐以満会員が12/1 今年度の音楽

部門の長唄で石川県文化功労賞に

2017.12.1（金）～26（火）10:00～18:00

金沢市安江町18-20 ArtShop 月映にて

宮永満祐美会員より
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冬を迎える 白山

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
11/30 親睦例会：片町ジムホール
12/7 年次総会 理事役員会

20 周年実行委員会 素囃子練習会
12/14 親睦例会： 仁志川
12.21 年忘れ例会



- 8 -



- 9 -


