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今年度、李東建国際ロータリー（ＲＩ）会長は大変意欲的な会員増強目標を設定しました。この目標を達成するた
め、模範を示したのが韓国の 2 つのクラブです。韓国光州の光州立石ロータリークラブと全羅北道の裡里東ロータ
リークラブは、若い人々を含めた会員候補者を探すため、クラブ例会以外の活動を開始しました。光州立石クラブ
は会員数を 69 人から 132 人に増やしました。2007 − 08 年度、金尚權クラブ会長は、例会のたびに、新しい会員を
勧誘することの重要性を強調。また、商工会議所など、各会員が関係する他団体にロータリーを紹介するよう呼び
かけました。会員候補者が特定されると、その人の勧誘にクラブ全体が力を合わせました。新会員を 3 人以上入会
させた会員には、特別な認証を贈っています。クラブは、ゴルフやハイキングのグループをつくって若い会員層に
も注目し、例会後に内輪の親睦行事を開くなど、会員同士が絆を深める機会も増やしました。
同じく親睦に焦点を当てた裡里東クラブは、2007 − 08 年度に会員 112 人から 152 人を擁するクラブへと成長。ク
ラブ指導者は、ゴルフ、サッカー、ハイキングをはじめとする各スポーツを担当する委員会を設けました。
李ＲＩ会長は 2008 − 09 年度、全世界のロータリー会員数を
例会 予定 2007-2008 年度
120 万人から 130 万人に増加させることを目標としています。

『ロータリージャパン』ホームページ情報
『友』 8 月号と一緒にお送りしましたクラブ雑誌委員長用の
『 ロ ー タ リ ー の友 手 引 書 』 が 、「 ロ ー タ リ ー ジ ャ パ ン 」
http://www.rotary.or.jp/contents.html から入手できます。『友』
の表紙をクリック、PDF 形式で納められています。
９月は新世代のための月間です。『友』9 月号ではロータリア
ンが若い人たちにできることを特集しています 。「ロータリ
ージャパン」の日本語ホームページで近日に掲載します。上
記 URL から入り、画面右側にある「ロータリーの友 9 月号」
をご覧ください。

９月の例会変更です。
金沢西ＲＣ
金沢北 ＲＣ

９月１９日（金）観月例会 和田屋 18：00 〜
９月 ４日（木） 友好クラブ 訪問のため休会

今月の二次会（飲み会）のご案内
日
場

親睦委員会（二次会担当）大沼 俊昭竹田敬一郎
時
８月２８日（木）・・・例会終了後
所
「ぼくねん」 ジャズスポット
尾山町 6-22 北國銀行本（裏通り）店斜め後ろ

8/21 鏑木基由様 （鏑木商舗当主）
8/28 日本の美シリーズ ☆−食の美−☆
土屋 愼太郎 様 （ ㈱金城楼 代表取締役）
「日本料理について」
9/４ 日本の美シリーズ ☆−建築の美−☆
石動博一様（㈱イスルギ 代表取締役専務）
「日本から世界へ THESACAN の挑戦」
☆−食の美−☆
9/11 日本の美シリーズ
小堀幸穂様（小堀酒造 ）
※理事会
日本の美シリーズ
☆−芸能の美−☆
9/18
望月太左衛様（小鼓）
バジュラチャリャ・ソバナ様（
9/25
2003-04 年度
米山奨学生）
クラブフォーラム
10/2
10/9 《ガバナー補佐訪問》ガバナー補佐
井上三郎様
例会後「クラブ協議会」
10/16 田中杉芙勢様（箏曲） ３Ｆ「孔雀」
10/23 《ガバナー公式訪問》ガバナー 高柳功様
10/30 08-09 年度米山奨学生 玄景守さん

2008 〜 2009 >
（役員） 会長：岩倉舟伊智 会長ｲﾚｸﾄ副会長：村田祐一 幹事：多田利明 会計監査：竹 田 敬 一 郎
ＳＡＡ：井口千夏
（理事）クラブ管理運営委員長：吉田光穂（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 SAA ：井口千夏）
奉仕プロジェクト：炭谷亮一（職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子）
会員組織委員会：魏賢任 （会 員 増 強 ：吉 田 昭 生）
国際ロータリー財団委員会：西村邦雄
（ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）
広報委員会委員長 ：石丸幹夫（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー 情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫 )

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1
事務室

ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2

E-mail
事務局執務時間

khrc@quartz.ocn.ne.jp

T076-234-1111

T262-2211

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL

月火水金 10： 00 〜 16： 00 木 15： 00 〜 20：30
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F262-2241

例会日時

木曜日 19 ：00

(事務局)

相川晶代

http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/

休憩時間 12： 00 〜 13： 00

休日

土日祝日

点

鐘 ソング 『Ｒ・Ｏ・Ｔ・Ａ・Ｒ・Ｙ』
会長挨拶： オリンピックの話題はどうで
しょうか 。平和の祭典 の一方でロシアと
480 回
グルジア の間で戦争が起こっています 。あ
8.21 2008
れほど仲良かった国同士 が争うのはどこか
出席率 22/39 56.41%
男女の仲に似ているような気もします
（笑）。
７月の修 正 出 席 率 86.54 ％
ゲスト紹介 ＊ （卓話者）鏑木基由（か
ぶらきもとよし）様 ㈱鏑木 代表当主
齋木麻衣様
ビジターの紹介
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様
――食事――
幹事・委員会報告幹事報告：富山で開催される地区大会への参加をお願いします。交通手段も把
握したいので、参加される方は移動方法をお知らせ下さい。二日目 JR 利用の方には駅前より無料
タクシー券を用意します。
委員会報告： 木村幸生会員 ソバナさんが博士号を取得されました。今度来日の折、当ロータリ
ーの例会にて卓話を予定しています。
炭谷亮一会員 十周年記念式典の開催御礼のため知事を表敬訪問してきました。
金前会長、岩倉現会長、野々市ロータリー会員など私を含めて六人で訪問し、記念式典 を高く評
価していただきました。十周年事業は完了しましたが、ラオスの IT センターについては今後三年間の継続支援が
決まっています。皆様から、ご意見やアイデアがありましたら、自由に出して下さい。
斎木妙子会員 パイロットウォークを 10 月 5 日に開催します。会長は江守巧会員です。寄付など皆様のご協力
をお願いいたします。同日に知的障害をもたれた方の美術展を県庁にて開催します。
ニコニコＢＯＸ

¥19,000- 本年度累計 ¥145,000-

岩倉会長

残高¥2,555,061-

鏑木さん、本日の卓話楽しみにしています。

齋木麻衣様

（江守巧会員）
今日は鏑木さんのお話！というこ

とでおじゃましました。
大平会員 お盆も終わりましたね。体調はいかがでしょうか？鏑木様のお話楽
しみです。
木村陽子会員 朝晩すっかりすずしくなりました。友人の鏑木さんをお迎えして。今日はな
つかしいお話し、楽しみにして居ります。
金 会員
鏑木さん、本日はようこそ。皆さん今日はもう
秋ですね。
木村幸生会員 先日、鏑木様のところで買い求めました九谷焼のワイングラスに日本酒をそ
そぎ、飲みました。いつもより香りよくおいしく頂けたのは、気のせいでしょうか。
齋木会員 かぶら
き様、ようこそ。卓話楽しみに致しております。藤間勘菊
永原会員 鏑木基由様の日本の美（工芸の美）
の話を楽しみにしております。
前田会員 お見舞い有難うございました。なかなか例会に顔を出せずに
申し訳ありません。東京にお出かけの際は、ご連絡下さい。
江守巧・道子会員 鏑木さん、本日はよろ
しくお願いします。福島県立大野病院の件、ホッとしました。

講話の時間
「伝統工芸

卓 話 今年度テーマ〜日本の美（工芸の美）〜
勝つのは？ 生き残るのは？」㈱鏑木 代表当主 鏑木基由（かぶらきもとよし ）様

卓話）紹介：木村幸生会員
玉川学園大学在学中 にお父さんが亡くなられ、鏑木を継承する。内容
：私は最近原点へ戻ることを 心がけている。今最も大切にしている 言葉
は「金を失うことは人生の少しを失うことである 。友を失うことは 人生
のほとんどを 失うことである 。意欲を失うことは 人生のすべてを失うこ
とである」だ。
伝統工芸は今日本の至るところで廃れつつある 。金沢での衰退の大き
い要因の一つはここが観光地だからだ。観光客に迎合するために 伝統工芸がどんどんお
みやげ 化し 、「安かろう、悪かろう 」になっている 。バブルの時期には基礎的技術 を習
得してない大学生の作品でも飛ぶ
ように売れた。それをはき違えて
育った今の四十代の陶芸家達が今
借金苦にあえぎ、廃業していっている。
もう一つはコンビニ 文化だ。生活の質を求める風潮が失
われ、手軽さだけが 求められている 。その中では伝統工芸は
育たない。
更にはデパートの力がなくなった。今デパートの中で「職
人展」が頻繁に開催されている。職人は中間マージンが省か
れるため 、実入りが多く喜んで参加する。しかし、そうした
制作環境 では決していい 物は生まれない 。工房でじっくり考
え、物を作り込む時間がどんどん失われ、次代を担う後継者
を育てる時間さえが奪われる。
今私は仲間に職人を育てようと提案している。「今売れる物を仕入れれば、それでいい」という仲間が多いが、
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十年二十年先を見すえないといい作品を残すことは決してできない。
大樋焼きも当代が使っている土は二代前の先祖が寝かせておいたものだ 。子孫のためにそうして残していく姿
勢が作品を次代へ繋ぐのだと思う。
田中孫平という金沢の一実業家が明治二十年頃ヨーロッパに渡り向こうで九谷焼や金沢銅器を売りまくってい
た。彼の凄いところは「いい物を外国で売るのは日本のためだ」という信念の元、総理大臣や外務大臣と金銭的援
助を含めて直接交渉したことだ。
私も彼を見倣って、今九谷焼とワイングラスの融合したものを 海外展開することを目指している。このままで
は日本の伝統工芸は行き場を失う。海外で勝負できるものを作ることが生き残る道だと信じている。九谷焼とグラ
スの接合も工夫を重ねてクリアできるところまできた。目標は世界のワイングラス販売のトップシェアを握るリー
デルと組むことだ。リーデルの展開する世界の販売店の一角に我々の作品を飾りたい。越前和紙は衰退の中で東大
の卒業証書という復活の道を見つけたが、その利益を次に投資し、生き残る道を模索するという努力を怠った。そ
のため一時の復興から再び斜陽の道を転げ落ちている。それを良き教訓として、今将来を見据えて、勝負を賭けて
いる。今のモットーは「迅速確実、すぐにやる、夢が人生を作る」

点

鐘

ソバナ・バジュラチャリアさんの学位授与祝賀会

ロータリーの友
歌壇入選

謹啓 暑さ殊のほか厳しき折から、皆々様には、ご健勝にて益々のご隆昌の事、大慶に存じます。
さて、ソバナリくジュラチャリアさんには、この度金沢大学大学院社会科学研究科博士課程を修了され、博士号
を授与されることとなりました。ここに至りましたのは、並々ならぬご本人の努力はもとより、
絶える事のない皆々様のご縁とご支援があったればと、本人に成り代わり心から御礼申し上げ
ます。
つきましては、その栄誉を称えそれを記念して、「ソバナ・バジュラチャリアさんを囲み称
える会」を下記により開催致しますので、この趣旨に御賛同いただきご参加戴きます様ご案内
いたします。 尚、御出席の方は同封のはがきにて、9 月 12 日までに、ご連絡下さい。

宮本玲子会員の写真展
淺の川画廊

ベトナムの風

8/26（火）〜 8/31（日）

九月号

時
平成 20 年 9 月 24 日（水）午後 6 時より午後 8 時 30 分
午後 5 時 30 分
7，000 円（記念品代含む）
場
所
ホテル日航金沢 30 階 ローズルーム
金沢市本町 2 − 15 − 1
TEL
234 − 1111
発起人 吉田昭生
金沂秀
伊藤俊一
日野 裕

二 〇 〇九

日

10:00 〜 18:00 最終日は 18:00 まで

恒例のパイロットウオーク
夕めっきり 秋の気配が感じられる頃となりまし
た。
さて、が来る１０月５日(日)に、昨年同様、石川県庁の周りで行われます。
それぞれ予定もあると思いますが、皆様の多数の参加もお願いします。又、その際、今回から初めて、障害のある
方々の 第１回パイロット美術展 も開催されますので、もしよければその出展もお願いします。
お知らせするのが遅くなり申し訳ありませんが、もし出品したい方がありましたらどうぞご遠慮なく参加下さい。
なを、優秀作品は、当日パイロットウオークの終了後、石川県庁１９階ロビーにて表彰式があります。
ジャンルは、絵、工芸、習字、なんでも結構です。もし希望する方がありましたら、詳細をお送りしますのでメー
ルでお知らせ下さい。
パイロットウオークは、今回から世界一斉に同時に行うことになりました。以上よろしくお願いします。
江守歯科医院
江守道子
920-8216 金沢市直江町イ 30-3
076-238-6711
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