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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点鐘
国 歌 『 君が代 』
ソング 『 手に手つないで 』
四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶： 皆様 こんばんわ

あっという間に最後の通常例会ですね。

今年もあと年忘れ例会を残すのみとなりま

した。

先日ある会で、「出会う人はすべて 意味がある 」ということをききました。 井口幹事とも

セミナーで 出会って ロータリークラブを勧めるとすぐに入会してくれました。今は会長幹事と

して 一緒にさせていただいています。

さて、本日私たちロータリークラブに新しい出会いがあります。新しい方が入られると 新しい風やその方のご経

験、人脈などクラブにとっても 多くのことが増えます。ありがたいことです。

布施さん ようこそ。石丸会員 奥様 武藤会員 ありがとうございます。

また 本日は大沼会員が久しぶりに来てくれました。お話を楽しみにしています以上です。

ゲストのご紹介 なし ビジターのご紹介 なし 皆出席顕彰 該当者なし

布施美枝子様ようこそ！ 新入会員入会式
紹介：布施美枝子様を御紹介いたします。：現在表千家の事務局長をな
さっており茶道教授として自宅で教えておられます。私は不肖のの弟子

です。お茶をクラブの中でやられたい方どうぞ申して下さい。

（武藤清秀会員）

布施 美枝子（ふせ みえこ）新会員：
10/30石丸夫人に推されてお茶の話をし、皆様に飲んでいた

だきましたが、美味しかったと言われ、つい入会する事にな

りました。これから茶の心が少しでも広がればしあわせです。

よろしくお願いいたします。

宮永満祐美会長によりロータリークラブバッジを →

《 食 事 》

幹事、委員会報告：
井口千夏幹事：本日例会終了後「社会奉仕フォーラム」が開催されますので、引き続き、ご出席

くださいますようお願いいたします。

その後、梅の間におきまして理事・役員会がございますので、理事・役員の皆様はよろしくお願

いいたします。

来週開催の年忘れ例会につきまして、参加予定者が６０名を超えたため、会場を４階「鶴の間」

に変更いたしましたことをご案内させていただきます。
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９月の平均出席率は67.44％宍戸紀文 SAA
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ニコニコＢＯＸ ¥12,000- 本年度¥277,002- 残高¥5,730,797-
宮永会長：大沼さん 本日は今年最後の卓話ですね。よろしくお願いします。

井口幹事：大沼さん お久しぶりです。本日は宜しくお願いします。

岩倉会員：大沼さん 卓話ごくろう様。皆様 お久し振りです。

大沼会員：いつもお久しぶりで失礼いたしました。

木場会員：大沼会員の卓話楽しみに聞かせていただきます。

炭谷会員：先日富山県歯科医師会とのテニスの試合で私は頑張って二勝して石川県の勝利に貢献し

ました。ニシコリ・ケイのように大沼さん今夜は楽しみにしています。

永原会員：いつもご無沙汰致して申し訳ありません。本年もありがとうございました。

講話の時間 「往生 ～自力往生から他力往生へ～」 大沼 俊昭 会員

今年は大切な友人を 3 人なくしました。往生を正確に書きま

すと江戸時代は 徃生と書きました。生まれてすぐ生きますが、

生きるには目標がいります。往生という言葉は目的地が見つか

るかどうかと言うことです。

兎と亀の話は油断の戒めとなっていますが、実はそうではな

く、亀にとって目的が山の上に行く事であり競争しているわけ

ではありません。其の亀は目的地を定める、即ち往生決定(おう

じょうけつじょう）して一歩一歩自力往生していた訳です。

自分の設定している事に手が届かないの時、一般に往生したと

いいますが、人生こ往生の設定にも変化があります。80 才や卒

寿にもなりますと 自力往生よりも他力往生、そして絶対他力往生浄土となります。

この浄土とは阿弥陀の世界であり、アミダはインドの言葉であり計量出来ない世界

を意味します。 3 千の銀河が地球をささえている言いますが、実は其のおくにも

この計り知れない空があります。その空のエネルギーにお任せする訳です。南無は

お任せするを意味し、自分の命は宇宙と一体になる訳です。 人間の迷いをとく、

仏教の自力往生と絶対他力往生についてのお話でした。(以上概略）

点鐘

社会奉仕フォーラム
村田祐一社会奉仕委員長：2610 地区から社会奉仕

フォーラムをして其の結果の報告書を出しなさいと

言われました。

先ずクラブ要覧からこのクラブの奉仕実績をまとめ

てみました（参照クラブ要覧）。 本当にこれまで

地域や海外にも沢山あります。

これからも 難病の子供達、パイロットクラブ、善

行児童の表賞、いじめ問題含めての若手支援、ラオス支援、を継

続したい。ご意見を。

谷伊津子地区社会奉仕委員長他： 会員からは地域密

着した社会奉仕として都市美化や新幹線や在来線の問

題等への提言とかが沢山あるのに地域発展委員会が忘れられて出来ていない等多くに発言がありました。

アメリカ短期交換留学の募集ご案内について
ロータリアンの子息、息女（孫を含む）で高校生であること 2015 年 8 月 上旬より 約３～４週間派遣。

其の前に 2015 年 7 月に約３～４週間、アメリカからの学生を受け入れて頂きます。

派遣先： アメリカ合衆国 シアトル近郊 地区副委員長 北川雅一朗〒 921-8526 金沢市御影町 10-7 菱機工業㈱

FAX (076) 280-7000 Mail m.kitagawa@ryokikogyo.

百万石ＲＣ理事役員会
（議事録）

１．開催日時 ２０１４年１２月１１日（木）、

２．場 所 ホテル日航金沢

３．議 事 録

（１）地区補助金（ラオス支援）について
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２００８年のラオス ITセンター開校 に当クラブは支援した。

今回は、インターネット環境整備に向け、パソコン３台を寄贈などの支援のため、炭谷会員が現地に

行くことが決定した。

（２）次年度組織について

・魏（会長エレクト）会員から、「今年度組織がうまく機能していたと思れるので、次年度組織につい

ては今年度組織を継承したい。」旨の提案があり、承認された。

・また、次年度理事役員選出については、魏（会長エレクト）会員から１２月４日に開催された年次総

会で下記のとおり賛同された旨が報告され、当理事役員会で承認された。

（記）

■理 事 東海林 他令子（クラブ管理運営委員会委員長）水野 陽子 （奉仕プロジェクト委員会委員長）

金 沂秀 （会員組織委員会委員長） 藤間 勘菊 （広報委員会委員長）

■常任理事 石丸 幹夫 吉田 昭生 木場 紀子

■理 事 会 炭谷 亮一 （パストガバナー） アドバイザー 岩倉 舟伊智（パスト地区幹事）

後出 博敏 （監査）

■役 員 魏 賢任 （会長） 若狭 豊 （会長エレクト） 上杉 輝子 （副会長）

大路 孝之 （幹事） 武藤 清秀 （副幹事） 西村 邦雄 （会計）

宮永 満祐美（直前会長）

・また、各委員会における小委員会の構成員については、各委員長等で素案を提出してもらい、調整し、

確定していく旨が了承された。

（３）そ の 他 今後の日程（案）については、下記のとおり計画（予定）した。

（記） ●１／１５（木）：布施さん等、新規会員の修練実施。

●２／２６（木）：例会クラブフォーラムで次年度への引き継ぎ。

●３／１９（木）：米山奨学生の楊立山さんの送別会実施

（3/19に博士号取得の合否決定予定？）
●４／４（土）・５日：高崎ロータリークラブとの交流（高崎で）

●５／２１（木）：オープン・ロータリー

（北山・藤間会員で企画）

●５／３０（土）・３１（日）：高崎ロータリークラブとの交流（金沢で）

（水野会員の工房を案内、滝亭で交流）

議事録作成者 大路 孝之

パストガバナーからの手紙 202回 炭谷 亮一

２１世紀の経済覇権国

誰の目にも明らかなアメリカの凋落が言われて久しい。様々な予測では、２１世紀は経済の中心がアジアに移っ

てくるのでは、経済においてはアジアの世紀である。そして、アジアの国々の中で中国、インド、そしてインドネ

シア（GDPで日本を２０５０年頃抜く）等がアジア経済の中心的役割を果たすであろうといわれている。
たしかにこの３国プラス日本、タイ、マレーシア、シンガポール、韓国等アジアの人口は世界人口の５割を軽く

超え、GDP でも５割を超えると予想されている。世界中で自由貿易が行われればアジアにとって黄金の世紀になる
はずである。

しかし、アジアの食料生産は４０億以上の人間を養っていくには十分といえず、すべての人々のお腹を満たすの

にはかなりの苦労が伴うはずである。また、エネルギー、鉱物資源も自給は出来ず、輸入に頼らざるを得ないだろ

う。だが経済活動は４０億以上の人口もあり、エネルギッシュなものとなり、アジア発の優れた製品も多く生まれ

るだろう。

ここで大きくネックとなっているのが高等教育の問題である。「高等教育とはその国の将来に対する重要な投資で

ある」ともいわれている。実際、アジアの国々でどれだけの量と質の高い教育を行っているのか問題となってくる。

（２０１２～２０１３）の世界の大学ランキングによれば、以下のようである。

トップ１０にはアメリカ７校、イギリス３校、トップ２０にはアメリカ１４校、イギリス４校、スイス１校、カ

ナダ１校、トップ５０にはアメリカ３１校、イギリス７校、カナダ３校、オーストラリア２校、香港２校、中国１

校、日本１校、ドイツ１校、シンガポール１校、スウェーデン１校。

例をトップ５０の大学にとれば、アメリカとその友好国英連邦合計は、５０校中４３校を占める。一方、アジア

の合計は５校である。トップクラスの大学の数が先端の科学技術の実力を表すものとすれば、アジアは科学技術の

面では、米英の足元にも及ばない状態といえる。２１世紀はアジアの世紀、いや、経済的覇権国となるなど恥ずか

しくおこがましいといわざるを得ない。世の中を引っ張っていく先端科学技術を生み出す力は甚だ力不足である。

未来への投資といわれている高等教育機関の一層のヴァージョンアップを計り、改善すれば、ひょっとすると２

１世紀の半ば頃にはアメリカを初めとする欧米先進国をキャッチアップ出来る可能性がある。しかし先頭になって

世界を牽引するのはちょっと無理だろう
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クラブ例会予定 2014-2015 年度
12/4 年次総会（菜香楼新館）

/11 大沼俊昭会員

社会奉仕フォーラム

（村田祐一社会奉仕委員長）

/18 年忘れ例会

ホテル日航金沢４ F「鶴の間」

/25 休会

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

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：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 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 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

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://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
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 井口千夏


