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2018年5月のロータリーレートは１ドル＝108円

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年度ガバナー

クラブのカラーを出そう

点 鐘

１．ロータリーソング

『 それでこそロータリー 』

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〕加賀友禅プロモーションマネージャー 鶴賀 雄子（つるが ゆうこ）様

・加賀友禅大使ﾘｰﾀﾞｰ 塚谷 彩子（つかたに あやこ）様

・加賀友禅大使 伴登永貢子（ばんどう えくこ）様

(2)ビジター

・第一分区Ｂガバナー補佐 西野 裕一（にしの ゆういち）様

・金沢東ＲＣ 高多倫正（たかた みちまさ）様

５．皆出席顕彰 該当者なし

６． 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、理事役員会を行います。今年度と次年度の理事役員の方はご

出席をお願いします。場所は５Ｆ［梅の間」です。

②来週の例会でクラブ細則改正案の提出がありますのでご案内します。

〔委員会報告等〕

東海林也令子会員：金沢百万石ロータリークラブ賞受賞式のご報告をさせていた

だきます。先週の土日、上杉会長にお出ましいただき、金沢アートホールで行な

われた「第42回ピティナ・ピアノコンペティション金沢西前期地区予選」で３名

のお子様にトロフィと賞状をお渡しいただきました。会報３ページに載せていた

だいたいますがここでご報告させていただきます。有難うございました。

７． ニコニコＢＯＸ紹介 \16,000- 本年度\496,000- 残高\4,130,010-

西野裕一ガバナー補佐：本日はガバナー補佐として最終の訪問となりました。皆様方の御協力があって

無事、任を全うできました事心より感謝申し上げます。有難うございました。

例会便り
第 918 回

例会出席率 26/50 52 ％
ホテル日航金沢

2018.6.7
表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0914 2018.6.21
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高多倫正様：ビジターで参りました。東ＲＣの高多です。冬の晴天にも勝る梅雨の晴天で

した。皆様の行いの良さを物語っているかのようです。

上杉輝子会長：西野ガバナー補佐ようこそ。一年間お世話になりありがとうございました。

今後も宜しくお願い申し上げます。鶴賀様、塚谷様、伴登様ようこそ本日は宜しくお願い

申し上げます。

大路孝之幹事：西野ガバナー補佐ようこそ！いつもお世話になっています。鶴賀様、本日

の卓話よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：鶴賀様本日の卓話よろしくお願いいたします。

東海林也令子会員：鶴賀さま 伴登さま 塚谷さま、ようこそいらっしゃいました。今日はよろしくお

願いいたします。

土田初子会員：鶴賀さんお久しぶりです。百万石まつり お疲れ様でした。卓話 楽しみです。

８． 卓 話

「 私はロータリーが嫌いでした 」

加賀友禅プロモーションマネージャー 加賀友禅大使・発起人・世話人代表

鶴賀 雄子（つるが ゆうこ） 様

紹介者：東海林也令子会員 鶴賀様は直接存知あげなかったので、私の元生徒のお母様であ

る伴登様にご紹介いただいて、今日卓話をお願いすることができました。鶴賀様の略歴につ

いて、主なものについてご紹介いたします。

昭和48年（1973） 株式会社きものやまと入社

昭和54年（1978.4）日本初「レンタルきもの」考案

平成24年（2012.4.1）共同組合加賀染振興協会・加賀友禅きものスタイリスト（第一号認定）

平成25年（2013.5）「加賀友禅小粋な倶楽部」発足（現在は加賀友禅大使がメイン）

平成26年（2014.1.1）石川県おもてなし団体として認定

平成26年（2014.3.1）金沢市・加賀友禅プロモーション・マネージャー（第一号認定）

平成26年（2014.10.14）「加賀友禅大使」13名（共同組合加賀染振興協会 認定）

2018年現在・加賀友禅大使30名・加賀友禅特使7名

・きものコンサルタント（産業能率大学）

・石川県和装文化協会理事

・金沢経済同友会幹事

・金沢法人会女性部会理事

・いしかわ観光特使（石川県）

卓話： 主人がアトム運輸 現在は㈱シンクランという

コカ・コーラ専門の配送をしている給与所得者が約４千

名程いる会社をしておりその子会社、

自動販売機で清涼飲料水を販売する会

社を任され、営業が大好きだったので

赤字を黒字に転換し、その時にコカ・

コーラさんから譲渡してほしいという

ことで、売却したという経緯がありま

す。その元気のない会社を元気にした

ということで、加賀友禅の何代か前の理事長さんが私に、着物業界が全然

元気じゃないので、加賀友禅の業界、日本の着物業界を元気にしてくれないかというお話

をいただきました。「加賀友禅小粋な倶楽部」を立ち上げたのがスタートで現在の加賀友

禅大使につながっています。年間約２００回活動し、お船のお出迎えだけでも昨年は５０

回ありました。先日の百万石行列と、翌日しいのき迎賓館で行われたクラシックカーのイ

ベントでもおもてなし団体としてご一緒にお出迎えをさせていただきました。
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19歳の時に見た着物姿の女性に憧れて着物会社に就

職し、着物コンサルタントの資格をとったり、販売

するために茶道・華道を学んだりして販売成績はト

ップクラスでした。人と接する事・営業することが

大好きで今から約40年前に着付け教室を開設しまし

た。2012年に業界としては初めて加賀友禅のスタイ

リストとして活動することになり、石川県の観光特

使にも選ばれました。加賀友禅で豪華客船をお出迎

えすることを市役所や港湾へお願いに行きました。

豪華客船はそれまでもポツンポツンと入っていたの

ですが、頻繁に入るようになったのはこの年からと

いうことで、メディアがくるならば、ここに着物を

着た女性がいれば絶対にニュースになる・記事にな

ると思いましてお出迎えをさせていただきました。

そして色んな活動が認められ金沢市より加賀友禅プ

ロモーション・マネージャー第一号としての委嘱を

いただき大手を振って、石川・金沢を加賀友禅をま

とってＰＲできるという大義名分をいただきまし

た。加賀友禅大使には加賀友禅の史実をはじめ、お

茶や食事のマナー・立ち振る舞い・英会話・コミュ

ニケーション能力など多種にわたる勉強をしていた

だきます。

今日のお題は「私はロータリーが嫌いでした」とい

うことで、私は1998年から2012年の間、金沢みなと

ロータリークラブに在籍させていただいおりまし

た。最初は副社長としてロータリーに入り、そして

社長になりました。ロータリークラブでは会長をは

じめ皆さんが前にきてお話をなさる、それがとても

恰好よくて威風堂々としていて、その姿が”あなた

はまだまだ勉強不足だろう もっと勉強しなさいよ

”と無言の威圧をもって私に教えているような、そ

れが苦しくてロータリーがしんどくて悩んでいた時

期があったんです。でも卓話を聞いたり、それを自

分の中にとりこんだりして勉強させていただきまし

た。その勉強した姿の成果がこの加賀友禅大使をつ

くって、地域の

皆様にボランテ

ィアで元気にな

ることをお返し

させていただい

ているんではな

いかと思ってお

ります。今日は

『嫌いは好きの

始まり』という題でした。ありがとうございました。

点 鐘
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南光州RC第48周年記念および林彩男会長就任式への招聘状

남광주로타리클럽 가입인준 제 주년RI 48

기념식 및 회장 임원 이 취임식∙

일시 년 월 일 월∙ : 2018 6 25 ( ) 18:

30 2018年6月25日（月）18:30 장∙

소 데일리 컨밴션 층 비스타홀 광주 서구 상무대: 3 (

로 687 ☎ 062-371-3500 )

場所 デイルリ コンベンション ３階

ビスタホール 光州西区サンム大路687

요청사항 년도 회장님 축사 부 프∙ : 1.2018-19 1 ,

로필 사진포함( )

2018-19会長祝辞（写真添付） 참석자2.

명단 参加者名簿

기한 년 월 일 금∙ : 2018 6 15 ( ) 期日 2018.

6．15

메일주소∙ E : nam-gwangju@hanmail.net

첨부 초청장 부※ 1 .

南光州ＲＣ青少年交換プログラム参加者募集について

次期会長 武藤清秀 次期青少年奉仕責任者 江守道子

次期青少年奉仕担当 金 沂秀

林彩男御夫妻

１．参加対象者 当クラブ会員のご子息や知人の青少年を４名程度派遣

年齢 小学５～６年生から大学生まで

２．日 程 ７月２５日（水）～７月２９日（日）小松空港発着予定

３．旅 費 交通費 ６万円位（お小遣いは別途）※クラブより一人１万円程度の補助金をご

用意いたします。

南光州ＲＣ青少年交換プログラム参加申込み

会 員 名（ふりがな）参加者氏名 性 別 （学 年）年 齢 続 柄

※６月２８日（木）までにFAX（262-2241）またはメールにてお送りください。

京都北東RC創立30周年記念例会について

２０１８年５月２１日 会員各位 会長エレクト 武藤清秀 副幹事 井上正雄

京都北東ＲＣ岡本泰一次期会長

より創立３０周年記念式典・祝宴（7/20のご案内が届きました。先月の当クラブ２０周年記念例会にも

１３名の方にご出席いただいておりますので、多くの方にご参加いただきたくご案内申し上げます。

なお、参加される会員の方にはクラブより１万円の助成があります。また、ご宿泊や参加行程のお手配

等は各自にてお願いいたします。

下記にＪＲの発着時間を記載しましたのでご参照ください。

【行きＡ】 金沢駅発 9：54 京都駅着 12：09 サンダーバード16号

【行きＢ】 金沢駅発 10：56 京都駅着 13：09 サンダーバード18号

【帰 り】 京都駅発 21：21 金沢駅着 23：29 サンダーバード47号

地下鉄烏丸線京都駅から国際会館駅まで20分、国際会館駅 4－2出口より徒歩3分

タクシーでは京都駅から平常時30分。（約￥3,500）

参加予定者：武藤清秀 井上正雄 井上純子夫人 上杉輝子 大路孝之 金沂秀 炭谷亮一 谷伊津子

仲島康雲 後出博敏 後出有美夫人 水野陽子 吉田昭生 （敬称略）

「会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会」の開催について

1.日時 ２０１８年６月２８日（木） １９時より

2.場所 『金沢茶屋 割烹つづみ』金沢市本町2-17-21（TEL：231-2225）
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1.会費 １万円 ※当日のお支払をお願いします。なお、会費は1.3万円ですが内3千円は例会

費としてクラブより支出します。※上杉会長・大路幹事・仲島会員・柿木会員・北村会員・大平会員は

会費不要です。

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 348回2018.6.21 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

海中CO₂増加による環境破壊と生物絶滅

CO₂は大気中にとどまって地球温暖化をもたらすだけでなく、海に溶け込んで弱ア

ルカリ性の海水を中性に近づける「海洋の酸性化」と呼ぶ現象が起きている。日本

近海ですでに酸性化の進展がはっきり捉えられた。魚介類への影響が心配される状

態となってきた。

実際海洋は大気に放出されたCO₂の約３割を吸収し、地球温暖化の進行を緩和する役

割を果たす。ところがCO₂が多量に海に溶け込むと海水の組成が変化する。

海水のＰＨは通常８．１前後の弱アルカリ性が普通であるが、CO₂の影響で中性に近

づいている。

国連気候変動に政府間パネル（ＩＰＣＣ）が２０１４年に公表した報道書でも、産業革命が始まった１

８世紀後半に比べてＰＨが０．１程度下がったと推測している。ごくわずかの変化のようだが、海の生

態系にかなり影響を与えていると考えられる。

日本海に臨む公益財団法人の海洋生物研究所の実証試験場では、すでに実験が行われており、８５０Ｐ

ＰＭや１２００ＰＰＭという高濃度でCO₂が溶け込んだ水槽で卵から魚を育て、成長に変化がないか調べ

ている。大気中の約４００ＰＰＭに比べてかなり高濃度ではあるがCO₂の影響で稚魚の段階で死んだり、

成長の遅延が見られると報告されている。

ベーリング海などでは炭酸カルシウムで出来た貝殻が溶けて薄くなったり、ウニなどは酸性中に傾いた

海水中の炭酸イオンを取り込んで殻を作る必要があるが、海水が酸性の為うまく炭酸イオンを取り込み

にくく、うまく殻が出来なかったり殻が溶けやすくもなる。

サンゴ礁でも同様であり、「今後の温度上昇と酸性化の両面からサンゴが危険にさらされている状況で

ある。

様々な実験結果だけからでは『自然の魚や貝の生長も海洋酸性化のみで影響を受けるとの証明をするの

は難しい』とみる。

自然界ではＰＨの変化以外にも様々な要因が関係するからだ。むしろ陸からの影響を受けた海の汚染な

どで生態系が脆弱になったところに酸性化が加わり、相剰的な効果で思わぬ被害をもたらすこともあり

える」と水産研究・教育機構のグループ長は警鐘を鳴らす。

CO₂の増加は大気中も海中にも悪影響を及ぼすことは確実である。我々は生活の利便性のみを追求してい

ては地球環境はますます悪化、劣化していく。

人類への脅威である核兵器は廃絶出来ずとも使用させなければ全然問題ないが、CO₂は増加を止めなけれ

ば人類の未来はないと言える。

さらにさらに地球規模のマクロ的視点から海に含まれるCO₂の問題を考えてみると、海洋生物が絶滅する

と考えられる事態といえる海に含まれる炭素の量は時代とともにゆっくり変動してきた。

だが通常よりも変化幅が大きいか、変化が急速だった事象が過去５億４２００万年に３１回あった。大

量絶滅のうち特に規模の大きな５回は、いずれも極端な炭素変化の事象と同時期に起こっている。これ

らのケースではそのたびに海洋動物種の７５％が絶滅した。

１８５０年以降、海洋に１５５０億トンの炭素が加わった。破局的な結果を招きかねない急速な変化だ。

３１００億トンが加わると臨界を超え、６回目の多量絶滅に向かう危険域に入るだろう。世界の二酸化

炭素排出を２０２０年をピークに減らした場合のみ、これをかろうじて回避出来る。他のシナリオ（排

出量のスタートが２０４０年、２０８０年、２１００年以降）では大量絶滅を招く危険が大である。

海洋生物が絶滅するような事態となればもちろん我々人類も大変な影響を受けるにとどまらず、人類も

絶滅するかもしれない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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あじさい カサブランカ

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 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
6/14 鶴賀 雄子氏卓話 3 Ｆ「孔雀」

新旧理事役員会 5Ｆ「松の間」
6/21 越田 理恵氏卓話 3Ｆ「ﾙﾐｴｰﾙ」
6/28 会長・幹事慰労会＆新入会員

歓迎会 金沢茶屋 割烹つづみ
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