
第2005 回 例会  
1 月 14日（木）雪／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　フリーキャスター　横田幸子氏　
　「声は人なり～心が現実をつくる～」　　　
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　19 名　　
　出席率　69.56%　　ビジター　2 名　
３．来訪者（敬称略）
　金　沢 RC　小澤浩太郎
　金沢南 RC　水野義男
４．幹事報告
　・昨年度秋の叙勲に当たり、森大会員より多大なる寄付を拝受。
５．皆出席顕彰（敬称略）
　27 ヵ年　　松本範夫
６．お誕生日祝い（敬称略）
　12 日　小泉幸雄
　14 日　吉井　清
　17 日　寺岡健一
　25 日　内堀　茂
　27 日　金丸雅人
　28 日　水巻啓光　　
７．結婚記念日祝い（敬称略）
　16 日　小泉幸雄
　18 日　本多弘夫　
８．ニコニコボックス　
　辻君、屶網君、畠君

横田氏を講師にお迎えして。楽しみにしています。
　魚住君　年忘れ会における作品展より、ニコニコボックスへ。

深山君　昨年、秋の叙勲において、旭日小綬章を受けて。皆様のお
蔭です。

森　君　昨年の秋の叙勲において、旭日双光章を頂いて。有難うご
ざいました。

　吉井君、水巻君
誕生日祝い、ありがとうございました。

寺岡君　誕生日祝い、有難うございます。60 代最後を健康で迎えら
れたことに、感謝しております。

合計 174,000 円（累計 455,000 円）

第2006 回 例会  
1 月 21日（木）雪／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　金沢東警察署　生活安全課長　北西　幸樹　 氏
    「特殊詐欺の現状などについて」
２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　19 名
　出席率 69.56%　　ビジター　2 名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西 RC　 高梨敏明
　香林坊 RC　 水内健之
４．ニコニコボックス
　辻君、屶網君、畠君

北西氏を講師にお迎えして。お話、楽しみにしております。
　北﨑君　長い間お休みして、申し訳ありません。

合計 6,000 円（累計 461,000 円）

第2007 回 例会  
1 月 28日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　会員　玉田善明　君
　「私の仕事」　
２．出　欠
　　出席　31 名　　欠席　20 名　　出席率　67.39%
３．ニコニコボックス
　辻君、屶網君

玉田会員、本日のお話を楽しみにしています。
　玉田君　今日は講話の機会を頂き、有難うございました。

　合計 4,000 円（累計 465,000 円）

■ 1 月クラブ日誌
● 7 日（木） 金沢８RC 新年合同例会　　ホテル日航金沢にて

● 14 日（木） １月定例理事会　　　　　　松魚亭にて

■金沢市内 RC ３・４月 例会変更
金　沢 RC
3 月　2 日（水）　18:00 ～　金沢ニューグランドホテル「夜間例会」
3 月 30 日（水）　休　会
4 月　6 日（水）　18:00 ～　つば甚「観桜会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−　
金沢東 RC
4 月 11 日（月）　18:30 ～　ANA ホリデイ・イン金沢スカイ

「春の特別例会」　
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西 RC
4 月　8 日（金）　18:00 ～　つば甚「観桜例会」
4 月 15 日（金）→ 4 月 17 日（日）軽井沢プリンスホテルウエストに変更
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南 RC
3 月 22 日（火）　休　会
4 月 12 日（火）　企業見学及び京都東山 RC との合同親睦会
4 月 26 日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北 RC
3 月 17 日（木）　休　会
4 月　7 日（木）　18:30 ～　松魚亭「お花見夜間例会」
4 月 28 日（木）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊 RC
4 月 11 日（月）　18:30 ～　つば甚「観桜会」　
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなと RC
3 月 29 日（火）　休　会
4 月 12 日（火）　18:00 ～　かなや「観桜夜間例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石 RC
3 月 31 日（木）　休　会
4 月　7 日（木）　19:00 ～　会場変更例会（会場未定）
4 月 14 日（木）　19:00 ～　土家「オープンロータリー例会」

■ 講話予定
● 2 月 18 日（木）夕日寺県民自然園　松枝　章氏　「森林の恩恵」
● 2 月 25 日（木）夜間例会
● 3 月 17 日（木）休　会
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アイアンマン・ケアンズ完走をめざして
会　員　佐賀　務

目に見えないものを大事に
会　員　畠　善昭

　2015 年度下半期の 10月からスタートした
NＨＫ朝の連続テレビ小説「あさが来た」の
人気がスタートから今まで２０％の大台を突破、
報道によると一時２４，８％の最高値を記録した。
ヒロインとなった女性は、広岡浅子さんで幼名
は三井　照さん。浅子は「あさ」と呼ばれて
いました。
　あさは、大阪有数の両替屋に嫁ぐものの、
経営は火の車、炭鉱経営に乗り出すが、炭鉱
事業は男社会ゆえになかなか認めてもらえず、
苦労の連続を強いられました。
　その後、銀行経営を引き受けたり、女子大
学校の設立にかかわる女性実業家で、「あさ
が来た」はその姿を描く物語です。
　時あたかも２月１６日から、日銀が「マイナス
金利導入」を発表した前後のテレビ放映を拝
見し気づかされることがありました。
　マイナス金利はデンマーク、ＥＣＢ（欧州中
央銀行）スイス、スウエーデンの４行が実施し
ており、米国は金融緩和で凌いでいる。私か
ら言えば劇薬に映る。
　「銀行経営者にとって一番大切なものは」
「あさが来た」のドラマでこんな場面があった。
　銀行経営に乗り出すため渋沢栄一（明治大
正期の大実業家で経営者は右手に算盤、左手
に論語をと唱え５００社にのぼる企業の育成に
かかわった経営者）に教えをこうた主人公は即
座に「お金」と答えた。だが、渋沢は「お金

　昨年 12月のこと、日本で唯一のアイアンマン公
式ロングレース（つまりフル・トライアスロン＝水泳3.8
㎞、自転車 180ｋｍ、ラン42.㎞を1日で実施する）
であった、アイアンマンジャパン北海道が、H28年
度は中止することとなった。替りにH28年6月、オー
ストラリアで開催される、アイアンマン・ケアンズに
振り替えされるとのこと。
　自身は3年前の65才の時、アイアンマンジャパ
ン北海道に参加し完走したが、以来、孫の世話に
時間を取られ、マラソンの記録も年々急降下、フル・
トライアスロンはもう無理と思う状態にあった。しか
し、自身海外での初のレースということに夢が膨ら
み、アイアンマン・ケアンズへの参加を急きょ決定
した。参加するとなれば、古くなった愛車（自転車）
も最新のトライアスロン・バイクに更新を決意。更
新するなら、日本製のシーポ（CEEPO）と決めて
いた。今は自転車のフレームも鉄→アルミから進化
して、カーボン（炭素繊維、鉄の10 倍の強度、
1/4の重量）が普通である。フレームはシーポのカ
タナに決定（50万）。ギアの変速機も、手動切替
えから今では電動式が普通とのことで、日本製のシ
マノ・アルティグラ（18万）に決定。車輪もペダ
ルもシマノのカーボンとした。できるだけカーボン化
したので軽くなり、自転車は全重量でも9㎏を切る。
さらに、ブレーキなどの配線がフレームに内蔵され

はいらない」と答えた。
　渋沢の答えは「信用」でした。人は皆、目
に見えるものを大事にするけど、目に見えない
ものの信用の方が大切と。
　信用さえあれば、ほっておいても人がお金を
運んでくる。
　銀行が利子を付けて集めた預金を、必要な
人や企業がその資金を借りて投資したり、事業
に使う。これが経済の流れである。
　それをひっくり返す“びっくりポン”の奇手に
「わが国の中央銀行」である日銀が打って出
る。
　日銀が銀行から預かる預金に手数料を課す。
日本では初めての「マイナス金利」政策である。
銀行は預ければ預けるほど手数料を課せられ
るので、預けず貸し出しを増やそうとする。お
金を使わせて、デフレからの脱却を狙っている
と思われるが。
　劇薬には副作用がつきものである。
　融資先は増えるのか、日銀に払う手数料の
ために銀行の貸出金利は上がらないのか。
　ドラマの渋沢はこうも言う。
　「お金は不思議なもので、扱う人の器に従っ
て動く」
　これから、日銀の信用と器を株式市場がどう
判断するか目を離せません。
　われわれも、今一度、目に見えないものを
大事にしなければと思いますが如何でしょうか。

ており、サイクルメーターも無線化したので、配線
の目立たないすっきりした外観になった。合計約
100 万円となったが、カーボン（炭素繊維）製な
ら納得の値段である。しかし、まさか自分が買うこ
とになろうとは！これまで思ってもいなかった。海外
での試合には、飛行機で自転車を帯同してゆく必
要がある。そのため専用の輪行バックがまた数万か
かる。トライアスロンは、時間と金と体力の総合力
と言われる所以だろう。参加者は40-50 代が中心
で、企業経営者も多いと聞く。とすれば、ロータリ
アンの仲間ももっと増えて良いのでは？
　ケアンズは日本からの直行便で7時間、時差が
1時間しかないので参加しやすい条件がそろってい
る。特に自転車のコースは、グレートバリアリーフを
海側に眺めて走る、世界屈指の景観が売り物だと
か。日本人の参加者で年代別上位になればハワイ
島でのアイアンマン世界大会への参加資格が得ら
れることにもなっている。まあ無理だろうが、この年
で夢に挑戦で
きる健康に感
謝しながら、完
走という目標を
目指すつもりで
ある。

2015 〜 2016年度　国際ロータリーテーマ 2015〜 2016年度　金沢北ロータリークラブテーマ

Be a gift to the wold 世界へのプレゼントになろう それぞれの知識を生かして 見識を高めるRI 会長　K.R. ラビンドン 会長　辻　　　利　陽

第2004 回 例会  金沢 8RC 新年合同例会
1 月 7日（木）雨／ 18：30〜 20：00［ホテル日航金沢］

１．式次第
　　点　鐘　　　　　　　
　　国歌斉唱 ｢君が代｣
　　ロータリーソング ｢奉仕の理想｣
　　ホストクラブ会長挨拶　金沢西ＲＣ会長　新谷鎮夫
　　乾　杯　　ガバナー補佐　泉　澂
　　―　懇　談　―
　　ご祝儀　　　　　　　三茶屋芸妓連

　　閉会挨拶　　　　　　次回ホスト金沢南ＲＣ会長　
　　ロータリーソング ｢手に手つないで｣
　　点　鐘　　　　　　　　　　　　　
２．出　欠
　　出席　30 名　　欠席　21 名　　出席率　65.22%

100万円のトライアスロン専用バイク「CEEPO」


