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謹賀新年 Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

１月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円
ガバナーからの手紙 炭谷亮一

「プーチン時代の終焉」
昨年末のロシアの下院選挙で、プーチン首相の与党「統一ロシア」が大幅に議席数を減少させた。

さすが元 KGB 出身のプーチン首相は、当局よりの情報（正当な選挙では勝てない）をもとに、広範

囲に票の操作を行ったにもかかわらず、統一ロシアの得票率は過半数に達しなかった。国営テレビ

も報道しているように、投票数の合計は有権者数を２８％も上回ったと報じた。皮肉を込めて言え

ば、ロシアの数学力がこれほど低下すると、かつての科学大国には戻れないと考えている。

過去約 10 年にわたりロシアは、豊富な天然ガスと石油（それぞれ世界の埋蔵量の 24 ％と 6 ％）

を武器に、社会主義崩壊から再び世界の超大国復活を目指した。更には、例えば日本やメジャーが持っていたサハ

リン２での利権の大半を、難癖を付けて取り上げたように、輸入国に対して圧力と恫喝で支配を強めてきた。

ところが、最近多くの事情が変化してきた。まず、北米（アメリカ、カナダ）に手つかずのエネルギー資源（未

発掘の油田、オイルサンド、シェールガスなど）が膨大にあり、しかも大量の精製能力がある。アメリカ政府とメ

ジャーは一致協力して、徐々にオイルサンドやシェールガスを採掘、精製しても採算が取れるように採算ラインの 1
バレル 100 ドル近くにまで巧妙に価格を引き上げてきたと私は見ている。

アメリカ、中東、ロシア、中南米の国々のエネルギー支配からの脱却、逆転を図る機会をうかがってきた。それ

は、もうすぐ実現できる。アメリカは石油製品の輸入国から輸出

国へ 2 年後になるだろうと言われている。それに歩調を合わせる

かのように「アラブの春」が降って湧いてきた。ここにも世界戦

略上民主化を推進しようとしているアメリカ政府の深謀遠慮を感

じずにはいられない。

また、ロシアの天然ガス独占企業ガスプロムが、ＥＵ向けの天

然ガスを一手に引き受け政治的にも利用してきたが、供給を止め

られても影響を受けないように、メジャーはクルド地域やカスカ

スからの大量の天然ガスをトルコのパイプライン経由でＥＵに供

給するようになった。

プーチンは、ロシアのエネルギー資源を利用して、世界の超大

国復活を夢見ていたが、どうやら世界はそれを許しそうにない。

そして、ロシア国内においても、プーチン人気に陰りが見られる。

プーチン時代の終焉は近いといえる。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

1/5 休会

1/11（水） 金沢8RC新年合同例会18時

ANAクラウンプラザホテル

1/12（木） 例会 葭田和行様 サックス演奏

1/19 友部秀器様 JAICA北陸支部長

1/26 ガバナー公式訪問

2/2 阿部寛司様 (石川県警察本部 組織防犯対

策課課長)「暴力団対策の現況と法改正について」

2/9 竹澤敦子様（学校法人アリス国際学園 学

校長）

2/16 本康宏史様（県立歴史博物館学芸課長）

2/23 佛田利弘様（（株）ぶった農産 社長）

2011 ～ 2012
(役員） 会長：西村邦雄 ｴﾚｸﾄ：北山吉明 副会長：野城 勲 幹事：魏 賢任 副幹事：宮永満祐美

前会長 藤間勘菊一 会計：竹田敬一郎 SAA：若狭 豊

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：上杉輝子（親睦：上杉輝子 プログラム：杵屋喜三以満

SAA：若狭豊 ニコニコ：土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：藤間勘菊 奉仕プロジェクト委員長：多田利明

副：後出博敏（職業：申 東奎 社会：若狭豊 国際：藤間勘菊 ﾗｵｽ IT ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）
会員組織委員長：金沂秀 副：相良光貞 （会員増強修練：二木秀樹）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：江守道子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：西村邦雄）

広報委員会委員長：永原源八郎 副：谷伊津子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：大沼俊昭

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 申 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田祐一 藤間 宮永

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 T262-2211 F262-2241 (事務局) 相川晶代

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 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日



- 2 -

ご祝儀

藤舎 真衣さん 篠笛演奏

点 鐘
金沢みなと RC会長

林 靖生

国歌斉唱「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」

金沢 8RC 代表挨拶 金沢みなと RC 会長 林靖生 新年お

めでとうございます。新幹線開通を間近にして金沢市、石川県の

発展を期待しています。－－－－－

ご祝儀 瀬尾明美民踊社中

乾杯 RI 2610地区ガバナー
炭谷亮一

昨年は大災害と共に歩

んだ一年でしたが、「どう

か本年は勘弁して下さい。その様な事が無いよう

に、」神様、仏様にお願いしています。当初から申

し上げていましたラオス農業センターの件で 12 月
にラオスへ行ってってまいりました。来年の 5月に

完成ですので、

多くの会員の方

ご参加お願いい

たします。

－懇 親－
ご祝儀
三茶屋芸妓連

閉会の挨拶
松原一夫ガバナー補佐

手にてつないで

点 鐘

ラオスにて炭谷ガバナー、2011.12.30

635 回 金沢8RC新年例会

ANAクラウンプラザホテル

担当：金沢みなとRC

2012 1.11（水）18:00
出席率 22/37 59．46 ％

司会

SAA
南野達也

幹事

鶴賀雄子
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点 鐘
国歌斉唱「君が代」

ソング「手にてつないで」

西村邦雄会長挨拶：皆様あけまし

ておめでとうがおざいます。今年

も宜しくお願いいたします。昨日

の金沢 8RC の新年会に会員も沢

山出席され、久しぶりに楽しいひ

とと時を過ごせました。さて、今

年度はいよいよラオス農業センターの建設があります。5 月の連休に予定されている落成式には、炭谷ガバナーと

出席しようと考えています。

ゲスト：金石消防署臨港出張所 所長 葭田和行（あ

しだかずゆき）様 石丸恭子夫人 村田順子夫人

ビジター：清水満様（富山 RC）

誕生者：1/2 二木秀樹 1/7 石丸幹夫 1/31 谷伊津子

の皆様

幹事、委員会報告

木場紀子ロータリー財

団委員長： 李暁燕さ

んの野卒業式に行って来

ました。写真にある大理

石の壁に博士の名前が入

りました。

中国からご主人と小学校１年のお譲さん

が来られました。ご主人は向こうの会社

を辞められて先端大の学

生になられるそうです。

藤間勘菊国際奉仕委員長：
書き損じ葉書を持って来て下さい！世界の識字率向

上と水保全のためにお願いします。2/23 までです。

炭谷亮一ガバナー：岩倉さん、中村さんとラ

オスに行き、ラオス農業センターの契約をしま

した。４万ドルでまとめました。あの国では学

校は職業教育をしなければならない事になって

いて、学校敷地内に建設することになりました。

パソコンは３台が壊れていました。

魏賢任幹事： 年賀状をクラブにいただき

ました。 京都北東 RC 会長佐渡春樹様、富来

RC、羽咋 RC、黒部中央 RC、白山市西沢和江様、

李暁燕様、創文堂様、中川印刷様、オクトン様、

金沢城での『END POLIO NOW』の投影が TOMO の表紙になりました。

日本では前年度初めて金沢百万石 RC により金沢城で『END POLIO NOW』の投影が行われまし

たが、 （参考 日本では前年度初めて金沢百万石 RC により金沢城で『END POLIO NOW』

の投影が行われましたが、東京六本木クラブでは、2012 年 2 月 20 日に東京のシンボルである六

本木ヒルズに『END POLIO NOW』のロゴを投影し、テレビなどのメディアを通じて日本全国へ

ポリオの現状とその撲滅の為に国際ロータリーが奉仕活動をおこなっていることへの認識を広め

るイベントを開催いたします。）

ニコニコＢＯＸ ¥18,000- 本年度 \365,500- 残高 ¥3,776,190-
西村会長 明けましておめでとうございます。今年も元気に頑張ろうと思っています。 魏幹事 皆様、

あらためまして明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。葭田先生の卓話と演奏を楽

皆出席表彰

入会～ 13 年 1 年野城勲会員

金沂秀会員

1 年水野陽子会員 入会～ 1 年

川きよみ会員

聶勇さん ちょうちょう

さん 李暁燕さん

636 回 例会

ホテル日航5F

2012 1.12（木）19:00
出席率 20/37 54．05 ％

12 月の修正出席率 74．33 ％
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しみにしております。 上杉会員 日本中、幸せになれる年を願っておめでとうございます。今日は、ステキな演奏をされる葭

田様をお迎えしました。楽しみにしています。 北山会員 皆様あけましておめでとうございます。今年も楽しく仲良くいきま

しょう。葭田様、サックス楽しみです。 炭谷ガバナー 百万石ＲＣ会員の皆様、あけましておめでとうございます。今年もよ

ろしく。葭田様、今夜はよろしく。 藤間会員 新年を迎え今年もよろしくお願いいたします。昨年は皆様お疲れさまでした。

葭田先生ようこそ。楽しみに致しております。 水野会員 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしま

す。 宮永会員 本年もよろしくお願いいたします。今年は、楽な気分で例会に来れます。村田会員 皆様、今年も宜しくお願

いいたします。のんびりしましょう。井口会員 明けましておめでとうございます。先日娘が成人式を迎え息子も 4 月から社会

人となります。皆さん今年も宜しくお願いします。葭田様、本日は楽しみにしています。

講話の時間 アルトサックス演奏
金石消防署晦港出張所 所長 葭 田 和 行（あしだかずゆき）氏

プロフィール：昭和 30 年 12 月 29 日に金沢市で生まれ、高等学校吹奏楽部在籍中に演奏技術をマスターする。

昭和 49 年に金沢市消防局に入隊し、兼務隊である金沢市消防音楽隊員として活躍し、同音楽隊の楽長、副長を歴

任後、平成 18 年の除隊とともに内部指揮者に就任する。 また、ロシア・ハワイ等の文化交流に頼極的に参加する

とともに、元 高橋 達也と東京ユニオンのリードアルト奏者 堀 恵二氏を師事し、現

在は、福祉施殻や幼稚園などのボランティア塀奏を中心に括勤している。

曲目：①北国の春②星降る街角③夜霧よ今夜もありがとう④

金沢の雨⑤目ン無い千鳥⑥美空ひばりメドレー⑦河内おとこ節

氏の伴奏で北山吉明会員独唱
拍手 喝采

点 鐘
理事役員会のご案内

役員：西村邦雄（会長）、北山吉明（会長エレクト）、野城 勲（副会長）

魏 賢任（幹事）、竹田敬一郎（会計）若狭 豊（ＳＡＡ（会場監督）

宮永満祐美（副幹事） 藤間勘菊（直前会長）

理事：村田祐一（クラブ管理運営委員長） 多田利明（奉仕プロジェクト委員長）

金 沂秀（会員組織委員長） 木場紀子（ロータリー財団委員長）

永原源八郎（広報委員長）

常任理事：石丸幹夫

オブザーバー：炭谷亮一、岩倉舟伊智 以上敬称略 金沢百万石ロータリークラブ
幹 事 魏 賢任

日 時 ： 1月 19日（木） 例 会 後 場 所 ： ホテル日航金沢 5Ｆ 「梅橘の間」

議 件 ： 1.2012-2013年度 クラブ組織（最終案）について

2.その他 報告など

1 月はロータリー理解推進月間
ロータリーのブランド構築について 「公共イメージと認知度の向上」人々は自分の住んでいる

地域にあるロータリークラブの活動を見ての判断もあります。「ポリオプラスの金沢城のイルミネ

ーション」の住民評価はまだわかりませんが、「富裕人の集まりの発想」との批評もあります。確

かに極貧の集まりではないでしょうが、会員の年収を見るとびっくりする人もいると思います。ご

く普通か少ない会員もいると思います。無駄金を使わずに奉仕しているものと思います。ロータリ

ーバッジに誇りを！持ち、行動しましょう。


