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2018年2月のロータリーレートは１ドル＝110円 創立20周年記念祝典 2018年4月21日(土）

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．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〕北陸先端科学技術大学院

大学 副学長 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ所長 川西 俊吾（かわにし しゅんご）様

〔素囃子講師〕木村 千裕（きむら ちひろ）様

(2)ビジター 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本日の素囃子練習会場について決まり次第ご案内いたします。

②来週も素囃子練習会を行います。

③20周年講演会チケットのご購入についてご協力をよろしくお願いいたします。

〔委員会報告〕宮永満祐美実行委員長：

20周年記念事業について中間報告をさせていただきます。

本日が締日となっておりまして、北クラブからまだ回答はありませんが、現在

北クラブと百万石を除いて１１０名のお申込みがございます。世田谷中央RC４

名、京都北東RC１０名、富山西RC[１６名、高崎RC１２名、南光州RC１８名のほ

かにパストガバナーの皆さんもたくさんいらっしゃる予定です。

おそらく２００名弱になるかと思っています。私達は会員数の少ないクラブですので、皆

さん全員でよろしくお願いいたします。

当日の大体の予定は次のとおりです。

9:00 何人かの方が受付等の備品を音楽堂及び日航ホテルに運んでいただきます。

10:00 音楽堂でミーティング後、受付ほか色々な準備をいただきます。

例会便り
第 905回

2018.2.15（木）19:00
例会出席率 24/47 51.06％
ホテル日航金沢 5階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0899 2018.2.22

．
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昼食後13:15頃から待機してご案内をします。講演会・式典が終了したら日航へ移動し懇親

会。それが終わりま

したら姉妹クラブを

お誘いして２次会と

いう長い一日となり

ますが、皆さんよろ

しくお願いいたしま

す。

南光州RC朴先生への

表彰に関して、色々

なご意見がありまして先週の理事会・実行委員会で相談した結果、２次会でアットホーム

な雰囲気の中で感謝状をさしあげるということにさせていただこうということで思ってお

ります。

音楽堂に会場見学をできる日の確認をしたところ、無料で見学できる日時が今度の17日

（土）13：30～だけということで、申し訳ありませんが、参加いただけた方が他の方へ伝

えていただくということでお願いします。

６． ニコニコＢＯＸ 紹介 \3,000- 今年度\381,000-残高\5,314,811-

上杉輝子会長：大変な雪でしたが、被害は御座いませんでしたか。川西副学長

様、足元の悪い中ようこそ！！お話楽しみにしております。

江守巧会員・道子会員：川西先生、今日はよろしくお願いします。

７． 卓 話

川西 俊吾 様 『 教育界の奇跡：インド工科大学の挑戦に学ぶ 』

紹介者：江守巧会員 今日の卓話講師の川西先生は僕のかつての英語の先生だった方で

す。先生の概略を簡単にご紹介します。

【略歴】

１９５３年石川県金沢市生まれ。慶応大学で政治学専攻で学士号取得。在学中１年間、カリフォルニア

大学バークレー本校へ留学。１９７５年国際ロータリー財団の奨学金を得て、当時アメリカの大統領の

出身集であるジョージア州のジョージア大学大学院へ入学カーター大統領の提唱によって設立された世

界最初の社会科学的地球問題研究所の最初のジュニアリサーチャーとなり、その後シニアリサーチャー

となる。現在は同研究所のシニアスカラーとして後進の育成に当たっている。研究課題としてグローバ

ル教育の開発に取り組み、現在日米の１００校近い大学や高校のグローバルカリキュラム開発に関わっ

ている。ジョージアの研究所で１３年過ごしたのち、ハワイにある二年制大学、トランスパシフィック

ハワイカレッジにグローバル教育導入のための教務部長として就任。その後、同大学の副学長、学長と

なる。

石川県留学生協会の設立、石川県国際青年会議の運営、石川海外交流機構の国際会議担当として故郷の

国際化に貢献。

インド工科大学ガンディナガール校の客員教授およびアカデミックアドバイザーとして、毎夏、同校で

集中講義を担当。

【卓話概略】世界のIT産業のメッカであるシリコンバレーがインド
工科大学の卒業生が中心となって発展していることは、多くのメディアで
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も取り上げられている。同校からの学士号

取得者の初任給が最高額で４０００万円を

つけたというニュースもある。インド工科

大学の１３のキャンパスへの入学希望者は

５００万人を超え、その中で各高校でトッ

プ５％いないという志願条件の縛りをして

も、学部では８０倍、大学院では２６０倍

という競争率で、入学できなかったもの

が、ハーバード大学やマサチューセッツ工

科大学へと散ってゆくという現状がある。

また、カースト制度の下層の２層から優先

的に奨学金付きで入学者が選ばれており、

インド社会を拘束している習

癖の完全撤廃へ向けての具体

的な動きとしても注目されて

いる。

講演者はインド工科大学ガン

ディナガール校で客員教授と

して過去４年間毎夏３週間の

集中講義を行っており、アカ

デミックアドバイザーとして

同校の教育の改革に携わって

いる。教育の形骸化と若者の

無気力化が問題とされている

日本にとって、インド工科大

学の挑戦から学ぶところが非常に多いと考えており、金沢百万石ロータリークラブのロー

タリアンの皆様と情報を共有させていただこうと思っております。

８．質疑応答

９．謝辞・謝礼

点 鐘

米山速報

金沂秀会員より 添付は20周年記念式典 南光州より祝賀団の名簿です。

朴先生 チョンミョンベ。 イ スンチェ(元ガバナー。 炭谷年度ＲＩ会長代理夫婦)参

加。他顔見知り多し 全18人です。

空港送り迎えのマイクロバス、 土曜日講演会皆さん聞いても分からないので4時30分まで

戻る予定の小旅行のバス手配済みアルペンルートもしくは五箇山方面 以上南光州祝賀団

の状況。



- 4 -

金沢百万石RC 20周年 記念式 參加申請書

(南光州RC)
No 職責 姓名 英字

1 會長 李 今春 Lee Kum Chun
2 前會長 朴天學 Park Chun Hak
3 PG 李 承采 Lee Seung Chae
4 前會長 千命培 Chen Myung Bae
5 前會長 李 珩善 Lee Hyung Sun
6 前會長 崔國信 Choi Gug Shin
7 前會長 金 熙鳳 Kim Hee Bong
8 直前會長 崔彰仁 Choi Chang In
9 會長Nominee 金 賢錫 Kim Hyun Seok

10 會員 林 彩男 Lim Chae Nam
11 會員 金 哲喜 Kim Cheol Hee
12 令婦人 (李承采 鄭惠蘭) Jung Hye Ran
13 令婦人 (金熙鳳 尹蘭英) Yoon Ran Young
14 令婦人 (林彩男 姜明熙) Kang Myung Hee

副會長 朱炅完15 Joo Gyeong Wan
16 會員 金 柄福 Kim Byung Bock
17 令婦人 朱炅完( ) 李 銀珠 Lee Eun Joo
18 令婦人 (金柄福 張廣德) Jang Gwang Dug
祝 辭

로타리國際 3710地區

로 타 리 클 럽南光州

남양 이 금 춘會 長

존경하는 클럽 회장님과 회원 여러분 안녕하십니까百万石 上杉輝子 ?

클럽 창립 주년을 남광주로타리클럽 모든 회원과 더불어 진심으로 축하드립니다百万石 20 .

그리고 한국의 자매 클럽인 남광주로타리클럽 방문단을 정중하고 따뜻하게 환영해 주신데 대하여 진심으로 감사

드립니다.

남광주로타리클럽과 클럽은 년 월 일 자매결연을 체결한 이후 지금까지 년간 한 해도 빠짐百万石 1999 6 24 19

없이 상호 교환방문을 하면서 한 일 양국 간의 친선과 이해 증진에 많은 기여를 했다고 믿습니다? .

그리고 해마다 청소년 교류 사업으로 남광주로타리클럽의 자녀를 일본에 보낼 때 마다 홈스테이로 받아들여 불

편하지 않게 배려해 주신 점과 일본의 역사나 문화를 보고 체험할 수 있도록 귀중한 기회를 주신 귀 클럽의 회

원 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다.

앞으로도 양 클럽 간 소통의 끈을 놓지 않고 이어갈 수 있도록 함께 노력해야 할 것입니다.

또한 그동안 결연 관계를 지속하면서 많은 업적을 남기신 전 회장님들과 회원 여러분의 노고에 지면을 빌어 감

사와 경의를 표합니다.

남광주로타리클럽은 년 월에 가입인준 주년을 맞습니다2020 6 RI 50 .

다가오는 년 월 주년 기념식에 로타리클럽의 많은 회원과 영부인이 방문해 축하해 주시기를2020 6 , 50 百万石

남광주로타리클럽 전 회원이 한 뜻으로 간절히 부탁드립니다.

오늘 로타리클럽이 창립 주년을 계기로 더욱 발전하시기를 빌며 년 년 그리고 년의 역百万石 20 30 , 40 100

사를 꽃피우는 지구의 으뜸 클럽으로 거듭나시기를 기원합니다RI 2610 .

아울러 회장님을 비롯해 회원 제위의 건승과 평안을 기원하면서 축사를 갈음합니다上杉輝子 .

감사합니다.
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祝辞

国際ロータリー3710地区

南光州ロータリークラブ

会長 李今春 イ クムチュン

尊敬する百万石クラブ上杉輝子会長様と会員皆さんこんにちは。

百万石クラブ創立20周年を南光州ロータリークラブすべての会員とともに心よりお祝い申

し上げます。

そして韓国の姉妹クラブの南光州ロータリークラブ訪問団を丁重で暖かく歓迎して下さっ

たのに対して心より感謝申し上げます。

南光州（ナムクァンジュ）ロータリークラブと百万石クラブは1999年6月24日姉妹提携を締

結した以後今まで19年間一年ももれなく相互交換訪問をしながら韓日両国間の親善と理解

増進に多くの寄与をしたと信じます。

そして毎年青少年交流事業で南光州ロータリークラブの子供を日本に送る度にホームステ

イに受け入れて,不便でなく配慮して下さった点と日本の歴史や文化を見て体験することが

できるように貴重な機会を与えられた貴クラブの会員皆さんにも感謝の言葉を差し上げま

す。

今後も両クラブ間切れ目なく継続できるようにすることに努力しなければならないでしょ

う。

またその間しっかり関係を持続しながら,多くの業績を残された前会長様と会員皆さんの労

苦に紙面を借りて,感謝と敬意を表わします。

南光州（クァンジュ）ロータリークラブは2020年6月にRI加入承認50周年をむかえます。

来る2020年6月,50周年記念式に百万石ロータリークラブの多くの会員と令夫人が訪問して,

祝賀して下さることを南光州（クァンジュ）ロータリークラブ前会員が一丸となって切実

にお願いします。

今日百万石ロータリークラブが創立20周年を契機に一層発展されるように祈りながら,30年,

40年そして100年の歴史を花を咲かせるRI 2610地区の一番上クラブに新たに出るようを祈

ります。

合わせて上杉輝子会長様をはじめとして,会員各位の御健勝と平安を祈りながら,祝辞とい

たします。

ありがとうございます。

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

パストガバナーからの手紙 335回2018.2.22 炭谷 亮一

歴史の検証 南北朝時代 その２「天皇家はなぜ分裂したか」

１２４２年、第８８代天皇として即位した後嵯峨天皇は、その４年後４歳の嫡子・後深

山天皇に譲位し上皇となった。しかし１２５９年になると今度は後深草天皇に譲位を迫り、

その弟・亀山天皇を擁立して院政を続けた。

鎌倉幕府はそこで両統*の間で１０年をめどに交互に皇位を継承するという両統迭立を提案。

亀山天皇の子・後宇多天皇が１２７４年から１２８７年まで即位すると、後深山天皇の子

・伏見天皇が１２９８年まで天皇の座に就き（その後３年間の院政）、１３０１年には大

覚寺統の後二条天皇が即位するといった形で迭立が進められた。

ところが後二条天皇を即位させて院政を布いていた後宇多上皇は、将来は自身の第二皇子

・尊治親王（のちに後醍醐天皇となるが母は身分の低い家格の為、尊治親王は天皇にはな

れない状況だった）ではなく孫の邦良親王を天皇にしようと考えていたが、後二条天皇が

急死した。そのとき邦良親王はまだ９歳であり、やむなく幼い邦良が成長する「中継」と

して２１歳の尊治を皇太子としたのである。このとき後宇多上皇は、尊治に譲った財産や

文書その他一切は孫の邦良親王に伝えること、尊治の子孫は皇位に就いてはならないこと

を約束させている。

こうして尊治は１３１８年３１歳で後醍醐天皇として即位したが、その地位は数年間のみ

に限定されており、これまでの様に天皇が退位して上皇となって院政を布くことも許され
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ていなかった。

ところがどっこい母の出生が身分の低い家格の為に塗炭の苦

しみを長年味わわされていた後醍醐天皇とその延臣たちは、

両統迭立というルールを定めた。幕府を滅亡させ、天皇中心

の政権を考えるようになっても不思議ではない。

この結果、後深草天皇の血統である持明院統と、亀山天皇の

血統である大覚寺統の間で対立が起こり長きに渡る確執へと

発展した。この両者の対立が南北朝の動乱の発端となったの

である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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

2/15 川西 俊吾氏
：北陸先端大教授

【素囃子練習会】
2/22 助田 忠弘会員

【素囃子練習会】
3/1 理事役員会


