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2018年3月のロータリーレートは１ドル＝108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

『 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 なし

（２）ビジター 金沢香林坊ＲＣ 宝達伸也（ほうだつ しんや）様

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

①来週3/29は休会です。

②４月に三回開催する例会は全て「２０周年全体会議」を行いますので、でき

るだけ参加をお願いします。また素囃子練習会も４月に三回行う予定です。

③4/28（土）高岡ＲＣよりシンポジウムのご案内がありました。参加希望され

る方は直接高岡ＲＣへお申込みいただくようお願いします。

〔委員会報告〕

井上親睦委員長：本日例会終了後、ホテル日航金沢３０Ｆ「ル・グランシャリ

オ」にて親睦会を開催いたします。お時間ご都合よろしい方は是非ご参加をお

願いします。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 \11,000- \429,000- \5,338,987-

上杉輝子会長：新年度に向けてクラブフォーラムの時期になり、武藤会長エレクト宜しくお

願いします。

大路孝之幹事：みなさん今晩は。２０周年記念事業は１ケ月を切りました。一致団結して成

功しましょう。ご協力よろしくお願いします。

宮永満祐美会員：先日は母の葬儀に際して皆様のあたたかいお心をありがとうございました。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。先日ＰＥＴＳに行ってきました。本日その報告を致しますのでよろしく

お願いします。

例会便り
第 909 回

2018.3.22（木）19:00
例会出席率 21/49 42.86 ％
ホテル日航金沢 5 階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0904 2018.3.29

．
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７． クラブフォーラム

１）ＰＥＴＳ(会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ)の報告について 武藤清秀

先の日曜日に富山電気ビルで開催されたＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナ

ー）に参加してきました。若林ガバナーエレクトからは１月に米サンディエ

ゴで行われた国際協議会の報告がありました。５４７地区のガバナーを含め

１２００人余りが参加。2018-19年度ＲＩ会長はバリー・ラシン氏（バハマ

East Nassauロータリークラブ所属）。アメリカの大学で教育を受け病院経

営をされて現在は顧問をされているそうです。2018-19年度ＲＩ会長テーマ

は「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ ＝ インスピレ－ションになろう」です。

これについての若林ＧＥからの説明は”日本語でインスピレーションは霊感とかピンとく

るものという意味合いで使われるかと思いますが、他にひらめき・発想・気づきとかを与

える人やモノという言葉の意味もあります。何かことを起こす原動力、仕掛け人になろう

という意味ではないかと解釈されています。You Tubeで検索しましたら国際協議会でのバ

リー・ラシン氏の約２０分間のスピーチがＵＰされていました。。「ロータリーの友」３

月号にも掲載されており、ロータリーの活動として持続 可能性ということをいわれてい

ます。一旦奉仕をしてもさっと手をひくのではなく、永く持続する仕組みを作っていかな

ければならないということと、環境に対しても持続可能な社会ということも提示している

ような気がします。というのはバハマは国土の８～９割が海抜１ｍ以下の地帯にあり、今

のまま地球の温暖化・海面の上昇が続くと２１世紀中には海面が２ｍ上がるという予測も

あって、あと５０年後には自国のバハマが海に埋まってしまう、そのためには行動を起さ

ねばならない、そういうことが実感としてあったわけで単に抽象的な表現ではない気がし

ます。バハマ諸島の南東、キューバの東にハイチという国があり２０１０年に大きな地震

がありました。カリブプレートがあり大きな地震の巣です。その地震の後、バリー・ラシ

ンはかなりの支援をされたそうです。それから８～９年経ったけれども完璧には復興され

ていないということで支援活動は続けているということです。「ロータリーの友」でサン

＝テグジュペリの言葉を引用されています。”船を造るのなら材木を集めたり木を切るこ

とから始めるのではなくて、はてしなく続く広大な海への切望の気持ちを育むことから始

めなさい。”「皆さんの仕事はより良い世界をつくることです。そのためにはプロジェク

トの計画や役割分担からはじめるのではなく、クラブや地区の皆さんにインスピレーショ

ンを芽生えさせてください。」ということで、目標に向かっていく気持ちを皆さんと共有

するという、そこから始めるのがいいのではないかということです。これはガバナーに向

けての言葉かもしれませんが我々にも通じる言葉かと思います。ローターアクトクラブを

現在の２倍にしたいということも書いてあります。ローターアクトのいまの状況は日本で

もそうかもしれませんが学校中心で、卒業したらそのメンバーはどこかへ行ってします。

そうではなくて奉仕に感心のある地域の若者中心の地域社会ベースのクラブをつくること

が大切だと言っています。日本のローターアクトにもいい提案なのかなと思います。結局

組織の集まりと地域の繋がりが強いところがコミュニティの力を発揮しますので、単にロ

ータリーだけのことではなくていろんなことを考えての発言かなと思います。

最後に若林ＧＥの地区運営方針をご紹介します。◆ロータリー賞への挑戦 ◆会員のＲＬ

Ｉ＝ロータリーリーダーシップ研究会 への積極参加 ◆シンプル＆コンパクト化 ◆米

山記念奨学生会に対する０寄付クラブを０に ◆会員増強

この他に第２ゾーンロータリーコーディネータの田中正規さん（西尾ＲＣ）の基調講演

「さらに活気のある銀きなクラブのために」と第２ゾーンロータリー公共イメージコーデ

ィネーターの柳生好春さん（野々市ＲＣ）が講演されました。田中さんからは現在国内に

３ゾーンあるものが２０２０年には会員数に応じて２．５ゾーンになる可能性についての

話がありました。柳生さんからは Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ を活用してください、というこ

とでした。Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ ではクラブの登録や個人の登録、資料＝リソースが充実

していますので、まだ登録をされていない方は是非いちどご覧になってください。ＳＮＳ

の活用、フェイスブック・ＬＩＮＥ、インスタグラム・ツイッターなどをおおいに使って

ロータリーの公共イメージを高めてくださいということです。
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２）次年度基本方針について

お手許の組織図（案）について、これまでと少しデザインを変更しました。物事が丸く進

んでいくようにとイメージをもたせています。理事については既に承認されいていますの

で省略させていただきます。この表は定款に載っている五大奉仕に対応させ、この中にそ

れぞれの委員会の活動をあてはめました。これまでは一人３～４役ありましたが、一人１

役にさせていただきました。クラブ会員数も増えて５０名いますし、何役も担当すると自

分が何の担当かわからなくなるということもあります。ただ一つの係りが２～３名の場合、

誰かがいないという時はその委員長・副委員長に相談して互いにフォローしていただけれ

ばと思います。それぞれの担当に不都合がありましたら今後考えていきます。

ひとつ提案ですが、オープンロータリーはこれまで通りやればいいと思いますが、普段の

例会の時に例えば先着１名でロータリアン以外のゲストを招待する枠を設けたらどうかと

思います。

クラブ定款等について、規程審議会で決まったものとの整合性がとれていない部分があり

ますので、今後担当の江守巧先生と打合せしながらまとめていきたいと思っています。

クラブ要覧について、フォントがバラバラだったり、縦横混ざって読みにくいものになっ

ていますので整理したいと思います。

地区補助金については３年前にロータリ財団に寄付した金額から算定して次年度使える補

助金は約２０万円です。クラブで同額用意すると４０万円の事業となります。昨年検討さ

れたラオスのプロジェクトがうまくいかなかったようで、急遽ネパールへ水タンクを寄付

する方向で準備をしています。以前もネパール地震の後、水タンクを寄付していますが、

元米山奨学生のソバナさんを通じて地元の人と計画を調整していただき、パタンという首

都カトマンズの古い地域の公共広場、地震の時なとの避難所にもなる場所３ケ所くらいに

貯水タンクを設けられるのではないかと思います。締切間近なので急いでやっているとこ

ろです。ネパールでは３年前の地震の後、水で困っている方がいるそうで、ソバナさんは

トイレの設置も考えたそうですが、トイレだと維持とか色々なことで難しい面があって貯

水タンクにしました。ロータリーの重点目標にも衛生・水というのがありますので相応し

いかと思います。

点 鐘



- 4 -

クラブ創立20周年記念事業に向かって

東京世田谷中央RC友好クラブより

3/23付で東京世田谷中央ロータ リ

ークラブより下記案内が届きまし た

ので、

ご連絡いたします。

東京世田谷中央RC

幹事 藍澤宝珠 TEL:03-6416-5861 FAX:03-6416-5862
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ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

タバコの番外編その２ 村田祐一

タバコの真実 臨時編その２ 脳から見るタバコ事情

スティーブ・ジョブズが好んで行っていた座禅は集中力や直感力を高めることで知られて

いる。その源が、セロトニンという脳内物質にある。”幸せホルモン”とも言われ、覚醒

や体温調節、メンタルヘルスに関わる神経伝達物質である。オキシトシンは人との絆や愛

情を感じる脳内ホルモンで、分泌されるとセロトニン神経の働きが活発になり、ストレス

耐性が上がる。

例会開始前の握手でもオキシトシンが出ますよ。続けましょう！

やる気の素になる脳内の三大神経伝達物質について

セロトニンは精神を安定させ、心をリラックスさせる効果のある神経伝達物質です。ドー

パミンとノルアドレナリンのバランスを調整し、落着きとリラックスをもたらします。

尚、セロトニンが不足すると精神の安定が乱れ、うつ病を発症します。

ノルアドレナリンは意欲を高めてくれる神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると怒りや

すくなることから怒りのホルモンとも呼ばれています。適度に分泌される分にはやる気の

向上に大いに貢献してくれる神経伝達物質です。

ドーパミンはやる気と集中力を高めてくれる神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると依

存症（ギャンブル依存、買い物依存、アルコール依存など）になり、社会生活に大きな悪

影響を与えてしまうこともあります。ドーパミン報償系も利用次第では天と地の差が出ま

す。

困難を乗り越えての達成感はなによりのご褒美ですね！ドーパミンが

たくさん出て困難があってもまた「やってやろう！」との気持ちにし

てくれます。たばこが切れると「いらいら、気分が悪いなどなど」悪

循環になります。これがドーパミン報償系の働きです。勉学に仕事に

と応用が広いですね。うまく利用してタバコも止められるとよいです

ね。禁煙している人を皆でほめると禁煙が続けられます。それが励み

になりさらに禁煙でき、いつの間にか完全禁煙達成！

タバコの真実 臨時編その２ 脳から見るタバコ事情

スティーブ・ジョブズが好んで行っていた座禅は集中力や直感力を高めることで知られて

いる。その源が、セロトニンという脳内物質にある。”幸せホルモン”とも言われ、覚醒

や体温調節、メンタルヘルスに関わる神経伝達物質である。オキシトシンは人との絆や愛

情を感じる脳内ホルモンで、分泌されるとセロトニン神経の働きが活発になり、ストレス

耐性が上がる。

例会開始前の握手でもオキシトシンが出ますよ。続けましょう！

やる気の素になる脳内の三大神経伝達物質について

セロトニンは精神を安定させ、心をリラックスさせる効果のある神経伝達物質です。ドー

パミンとノルアドレナリンのバランスを調整し、落着きとリラックスをもたらします。

尚、セロトニンが不足すると精神の安定が乱れ、うつ病を発症します。

ノルアドレナリンは意欲を高めてくれる神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると怒りや

すくなることから怒りのホルモンとも呼ばれています。適度に分泌される分にはやる気の

向上に大いに貢献してくれる神経伝達物質です。

ドーパミンはやる気と集中力を高めてくれる神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると依

存症（ギャンブル依存、買い物依存、アルコール依存など）になり、社会生活に大きな悪

影響を与えてしまうこともあります。ドーパミン報償系も利用次第では天と地の差が出ま

す。
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困難を乗り越えての達成感はなによりのご褒美ですね！ドーパミンがたくさん出て困難が

あってもまた「やってやろう！」との気持ちにしてくれます。たばこが切れると「いらい

ら、気分が悪いなどなど」悪循環になります。これがドーパミン報償系の働きです。勉学

に仕事にと応用が広いですね。うまく利用してタバコも止められるとよいですね。禁煙し

ている人を皆でほめると禁煙が続けられます。それが励みになりさらに禁煙でき、いつの

間にか完全禁煙達成！

ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーー

 

南光州ＲＣ歓迎懇親会の開催について

日頃はクラブ運営にご協力いただき、ありがとうございます。

さて、４月２１日に開催いたします「クラブ２０周年式典」にご参加いただく韓国・南光

州ＲＣの１６名の皆様をお迎えし、下記のとおり歓迎懇親会を開催いたします。

式典前日で御多忙とは思いますが多数のご参加をお願いいたします。

日 時 ４月２０日（金）１８：００～

場 所 焼き鳥「秋吉 高柳店」金沢市高柳町一字88-1 TEL251-5103

会 費 ３千円の予定（当日お持ちください）

   ※ご出欠を４月１２日（木）までにFAX（262-2241）又はメールにて事務局

までお知らせ下さいますようお願いいたします。

金沢アートグミホームページより

2018.4.28土

14：～15:

野々市市文化会館

フォルテ 大ホール

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

剱岳からの日

の出

村田祐一
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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
3/15 20周年全体会議

【素囃子練習会】
3/22 クラブフォーラム
3/29 休会
4/5・12・19 19 時～
例会「２０周年全体会議」

20時～ 素囃子練習会


