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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

２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 「天は自ら助くるものを助く」～のんびりギリシャ～ 炭谷亮一

ギリシャ（スペイン・ポルトガル・イタリア）は、元々生活水準が上げ底で身分不相応の暮らし

をしてきた「ギリギリス」そのものだった。

人口一千万人、面積日本の三分の一、GDP30 兆円（神奈川県くらい）、主たる産業は観光、そして

移民からの送金が三大産業といわれているが、実態は世界遺産で食べているニートに近い。3 人に 1
人が公務員で（民間の給与の 1．5 倍）だ。しかも週 35 時間で、一生懸命働いているかと思いきや、

「時間通り出勤すると特別手当が支給される」というお国柄である。

公的年金はいわゆる先進国と言われている「OECD」加盟 30 カ国中、ダントツの充実ぶりで年金

は退職以前の給与の 96 ％の年金が受け取れ、年金にもかかわらずボーナスまでついてくる。危険手当も充実して

いて、マイクからバクテリアを吸い込む危険があるというのでアナウンサーにも支給されている。

ギリシャは完全に甘い甘い社会主義の国のようである。なぜ、こんな国がユーロに加盟できたかと言えば、イス

ラム諸国に対抗する政治的意味合いと国家財政の粉飾決算を虚偽報告、すなわち詐欺国家なのである。いまや、ユ

ーロ諸国から非難の的である。ギリシャも必死で手を打っているのかといえば、のんびりしたものである。

公務員の削減、年金革命、増税すべて出尽くしたが誰も実行しない。政府が国民に訴えても誰も聞かず、政府も

やる気がない。 放漫経営の国民が、明日からの生活費を 20 ～ 30 ％カットしろと言われたのだから、暴動が起こ

っても不思議ではない。いや、実際に起こっている観光しか生き

る道がないのに、あちこちで暴動が発生し、観光客が激減してい

る。

他国に依存し、援助を貰い続けた国と国民に当事者意識が薄く、

かの有名なスマイルズ著の一節「天は自ら助くるものを助く」言

葉の意味をしっかりギリシャ国民がかみしめ、理解すべきであろ

う。闇経済が GDP の 30 ％を占めるいうギリシャのデタラメ経済

ぶりに、まじめなドイツ政府はほとほと嫌気がさしているようで

ある。

ギリシャはユーロからの離脱をするにしても、膨大な借金のた

め国民の生活レベルは、今の二分の一くらいになるだろうし、ユ

ーロに残るにしても、強く財政の健全化を求められ、生活レベル

はやはり今の二分の一にしなくてはならず、去るも地獄、残るも

地獄といえる。
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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
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点 鐘
ソング「手にてつないで」

四つのテスト

西村邦雄会長挨拶

皆さん今晩は 寒かったが良い

天気が続いて快適でした。インフ

ルエンザも思ったよりも少ないよ

うです。 山下公一会員のクラブ

退会のお手紙をいただきました。奥様の介護もあり、「活動も出来ずにおりました。クラブ

のご発展を」とのことでした。残念ですが、ご報告いたします。

ゲスト紹介 独立行政法人 JAICA(国際協力機構) 北陸支部長 友部 秀器 様

ビジターの紹介 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様

幹事、委員会報告

魏賢任幹事： 今晩は 本日例会後理事役員会をいたします。担当の方参加お願いいたします。

来週 1/26（木）はガバナー公式訪問例会です。場所は当ホテル 30 Ｆローズルームです。

また当日 16:00 から次年度の地区大会のホストクラブの富山大手町 RC の方が来られま

すので担当の方は出席して下さい。

藤間勘菊国際奉仕委員長：年賀状も済んで、書き損じ葉書の持ってきて下さい。

一人あたり 200 円が目標です。よろしくお願いいたします。

多田利明奉仕プロジェクト委員長： ロータリーキャリア支援事業ということで、職業体験邁

進プログラムで子供達に職業体験を体験させるものです。気持ちのある人はデーターベースに登録し

て下さい。問い合わせは事務局の相川さんまでよろしく。

ニコニコＢＯＸ ¥12,000- 本年度 ¥377,500- 残高 ¥3,788,190-
香林坊ＲＣ小幡謙二様 友部さん、忙しい中ありがとうございます。お住まいもお近くです。百万石ＲＣに

入会いかがですか？ 西村会長 ＪＩＣＡ北陸支店長 友部秀器様ようこそ。卓話楽しみにしています。

魏幹事 皆様、こんばんは。友部先生のお話を楽しみにしております。2 月 10 日（金）当店招龍亭にてお

世話になっている藤舎眞衣先生をお招きして楽しいフードピアの夕食会を開催する予定です。是非、クラブ

の皆様にもご参加いただきたいと思います。 炭谷ガバナー 友部様、卓話楽しみにしています。

石丸会員 一月の誕生祝いと数え 80 歳を記念して。ＪＩＣＡの友部様、よろしくお願いいたします。

東海林会員 今年初参加です。今年もよろしくお願い致します。三人目の孫男の子が生まれました。昨年末

のコンサートのプログラムをボックスに入れましたので、お時間がありましたら見ていただければ幸いです。

講話の時間 テーマ「国際協力とそこで考えたこと」国際協力とは
独立行政法人 JICA(国際協力機構) ※北陸支部長 友部秀器 様

（Japan International Cooperation Agency）
略 歴 等 (紹介 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様）

昭和 55 年 3 月 東京水産大学（現東京海洋大学）増殖学科卒 加山雄三（若大将）とジャック・クストー（フ

ランスの海洋学者）に憧れ、とにかく海に関係する学部学科を選択、他には造船学科も考えた。

昭和 55 年４月 国際協力事業団（現国際協力機構）入団 青年海外協力隊に参加したかったが状況が許さず断

念、その実施機関に就職。協力隊ではトンガ王国で水産分野の活動を行い、その後はトンガの王様になることを

企んでいました。

昭和 60 年６月 休職・海外長期研修 米国/ロードアイランド大学資源経済学修士コース 日本の大学とは比較できない、死ぬ

ほど勉強させられた。語学の問題もあり、ついていけず落ちこぼれそうになる。

昭和 62 年７月 国際協力事業団インドネシア事務所 仕事を目的とした初めての外国生活、価値感の違いに苦労はするもの

の、同国の文化や自然の多様性（特にサンゴ礁の美しさ）や食べ物の美味しさに、熱帯島嶼国にすっかり魅せられた。

平成２年７月 同本部

平成 5 年 11 月 同神奈川国際水産研修センター 今は閉鎖されてしまったが、途上国からの研修員に水産分野の研修を提供する

施設での業務と三浦半島の生活を堪能。

平成９年５月 同東京国際研修センター

平成 11 年 7 月 同本部

平成 13 年 10 月 同フィジー事務所（平成１５年より国際協力機構と組織改編） インドネシア同様、素晴らしい海と自然に魅

せられたが、同時に旧宗主国の短絡的な施策の後遺症に振り回される観光立国の光と影に考えさせられた。

637 回 例会

ホテル日航5F

2012 1.19（木）19:00
出席率 18/36 50.00%

12 月の修正出席率 74．33 ％
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平成 16 年 6 月 国際協力機構本部

平成 22 年 8 月 同北陸支部 北陸の夏の暑さと冬の雪、そして美味しいお酒と山海

講話：
①開発途上国の社会・経済の開発を支援するため、政府が行う資金協

力、技術協力のこと。＝政府開発援助（ODA）

② ODA には多国間援助、二国間援助が存在。

二国間援助の実施機関が国際協力機構（JICA）

③規模 2010 年 1 兆 6,662 億円で日本人口１億３千万人とすると年間一

人 12,800 円になります。

どうしてこれだけの金額を援助するのでしょうか? 日本もかっては

被援助国であった。 人道的観点。国際社会での立場 ミレニアム開発

目標（MDGs）対応 国益のためで日本の安定と繁栄の確保のためなど。

JICA の事業として 技術協力 人材育成 制度構築のための専門かの派

遣 機材供与 日本での研修 技術など知的協力。

有償資金協力は 一定以上の所得

水準にある途上国に 大きなインフラ整備に 無償資金協力は 学校 病

院 井戸 道路 基礎インフラ整備です。途上国の安定を図ると共に日本国

の繁栄にも貢献します。

援助資金の返済不可能な国や可能な国などあります。このクラブのラオス

に行っている様な方法もあります。ニュージーランド地震の時の様な国際救

助もあり、医師やナースの派遣もあります。私も 30 年 JICA にいて環境適応

性、行動力が大切だと思います。国によってものの価値観の違いとかタブー

があるからです。日本人ははっきりノーを言いませんので誤解もされます。

ノーとはっきり言った方が信頼されます。語学が出来るのみではだめです。

特に自分の国の日本をキチンと勉強をしていなくてはなりません。JICA は発

展途上国の自助努力を尊重します。これが日本の企業の活性化にもなります。

点 鐘
理事役員会

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

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。

※ JICA 北陸 〒 920-0853 金沢市本町 1-5-2 リファーレ（オフィス棟）4F
TEL076-233-5931 FAX076-233-5959 E-mail jicahric@jica.go.jp
JICA 北陸ホームページ http://www.jica.gojp/hokuriku/index.html


