
第 1843 回例会（2011.03.30） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  64.7％（出席 11 名・欠席 7 名） 

◇本日のお客様  

新江  航君（第 2 回アメリカ短期交換派遣学生） 

 

 

 

◇桶谷会長エレクト挨拶  

 

 

◇幹事報告  

［臨時理事会報告］ 

・第 2610 地区「大災害被災者支援プロジェクト」協力の件  

・「第 1 回異業種交流会・東日本大震災義援金」の件  

・第 2800 地区河北ＲＣ震災お見舞いの件  

［その他］ 

・来週は観桜会です。『ホテル金沢』で PM6:00 点鐘です。後ほど出席の方に

バス出発時間をお知らせします。  

・砺波ＲＣよりチューリップ例会（4/27）の案内。 

・砺波ＲＡＣより創立 35 周年記念例会礼状が届いています。 

 

 

◇会長エレクト研修報告  

 桶谷会長エレクト 
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◇ニコニコボックス 

・新江航君ようこそ。短い期間だったと思いますが、これからの糧にして頑張

って下さい。（桶谷） 

・表会長エレクト、研修報告実現していきましょう。（吉田） 

・新江航君ようこそ。桶谷会長エレクト、研修報告ご苦労様です。（高井、森、

西、山本、金津） 

・息子の短期留学の支援ありがとうございました。（新江）  

・早退します。すみません。（麝香）  

 

 

/////////////////////////// 

本年度目標額   ８００，０００円  

当月収入額      ３８，０００円  

本年度累計額   ４７８，０００円  

目標達成率      ５９ .７５％ 

（前年度同月率    ６７ .６９％） 

（2011.03.30 現在） 

/////////////////////////// 

 

 

第 1842 回例会（2011.03.14）―第一回異業種交流会― 

第一回異業種交流会開催！ 

かほく市、津幡町、内灘町のビジネスマンが結集！  

 

 

 河北ロータリークラブと河北南ロータリークラブが、３月１４日 (月 )の午後７

時から、かほく市のアマンダンヴィラにて第一回異業種交流会を開催しました。

参加人数は、経営者、起業家、男女ビジネスマンなど１００人を超え、１市２

町をエリアとする、これだけの規模での異業種交流会はおそらく初めて思わ

れます。 

 



 

 

 開会に先立ち、東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様に黙とうをささげ、

河北ロータリークラブの表守活会長のあいさつの後、石川ミリオンスターズの

森慎二監督のショートスピーチ、同球団の端保聡社長による乾杯の発声に

より、交流会がはじまりました。司会は、河北ローターアクトの北村拓也会長

が担当し、立食バイキングの形式での会食のため、自由に場所を移動しなが

ら参加者同士が懇談し、お互いに名刺交換を行い、和やかな雰囲気で親睦

が深まった様子でした。 

 

 

 尚、会場には、震災のチャリティ募金箱を用意し、参加者から 53,959 円の

義援金が集まりました。最後に河北南ロータリークラブの沖見好秀会長が挨

拶を行い、盛会裏に交流会の幕を閉じ、地域活性の実現に向け、今後さら

なる活躍を予感させる交流となりました。  
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第 1841 回例会（2011.03.09） 

◇ソング 「奉仕の理想」 

◇出席率  82.4％（出席 14 名・欠席 4 名） 

◇本日のお客様  

大熊  玄   様（西田幾多郎記念哲学館  専門員） 

中川可能作  様（金沢香林坊ＲＣ）  

西  三也   様（   〃   ） 

北中  勇   様（金沢ＲＣ） 

元橋美津子  様（七尾みなとＲＣ） 
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加茂川寛人  様（河北南ＲＣ） 

 

 

◇会長挨拶  

 皆さん、こんにちは。今日は中川パストガバナーを始め、7 名の方にメーキャ

ップして頂きました。有難うございます。さて、今日から所を変えて西田幾多

郎講座を記念館にて行う事と致しました。考えてみれば西田講座を行うにつ

けて様々な資料はここの記念館にあるのですから今までここでの開催を行う

事に気がつかなかったのは迂闊でした。又、大熊さんによる西田講座も今回

で 4 回を迎えるに当たり、当該内容も我々の生き方に益々深く関わるように

なってきている気が致します。西田哲学の難解な個所は大熊さんが注意深く

避けてきており、そのエキスを我々に提供するために苦労されている姿には

本当に頭が下がります。申し訳ない思いと共に感謝したいと思います。  

さらに、今日は例会が終了して後、お時間の許される方は、西田氏の遺品と

申しますか展示物を今回はこの記念館の館長さんであります大木芳男さん

に案内して頂く事になっております。他の施設はいろいろとかほく市の方を始

めとして使用されておりますが、展示室となりますと、その説明をそれぞれ必

要とする関係で西田氏を知ってらっしゃる方でない限りは一当たり見てそのま

まという感じのような気も致します。特にそこが有料エリアという事もあります

ので、今日はぜひ、見てそして大木先生のご説明も伺っていって頂きたいと

思います。あまり長い挨拶はもう昼食のおみそ汁も冷めてしまいますので、こ

れぐらいにしたいと思います。では、大熊さん今日は宜しくお願い致します。  

 

 

◇中川パストガバナーご挨拶  

 今日は初めての参加をさせて頂きます。さて、昨今の政治情勢も含めて、な

かなか上手くいかない状況が続いておる様子であります。そういった事を考え

てみれば、我々の行動も含めて、それなりの考え方、倫理或いは道徳と言っ

てもよいようなそういった行動規範が不足、または無いのではないかと危惧し

ておるのです。ポリオ撲滅運動の事に関しましても、それなりの広報活動がそ



れぞれに国で行われておる中で、我日本に至ってはそういった事に関心が無

いとは申しませんが、何か忘れている様な気がしてならなかった中で、私の提

言としてその事を地区に申し上げましたところ、ここ石川県の金沢城址公園

の河北門にポリオ撲滅の広報の設備を遅まきながら実現させて頂きました。

さてそういった中、ここ河北ロータリーで西田哲学の講座を設けていらっしゃる

そうだ。いやー、なかなか真面目な事ではないですか。こういったことの積み

重ねが我々ロータリアンのモノの考え方の基盤を育むのです。良いことだ。も

っと今の政府の偉い方にも聞かせたいくらいだ。我々の方も益々こういった活

動が各地区のクラブに広がる事を願ってやみません。では、講座を楽しみに

私の話を終えさせて頂きます。 

 

注）パストガバナーの良いお話がもう少しあったのですが紙面の関係で若干、

はしょっております。 

文責はワタクシ、表にありますので中川パストガバナーに於かれましては申し

訳ありません。（表  守活） 

 

 

◇幹事報告  

・次回例会は 3／14（月）「第 1 回異業種交流会」（場所：アマンダンヴィラ）で

す。そのため、3／16（水）は休会です。 

・ロータリー囲碁同好会より「第 12 回ロータリー国際囲碁大会」台湾開催の

お知らせ。 

◇卓話「『善の研究』を読む（4）～快楽主義と美意識松～」  

大熊  玄  様（西田幾多郎記念哲学館  専門員） 

（これまでの講座の内容につきましては、敢えてその記載を避けてきておりま

す。というのは、大熊さんの方から出されるレジメは西田幾多郎の言葉をその

時々の講座の標題に合わせてピックアップしてきているものだからです。です

からそのレジメをそのままここへご紹介しても、その解説はそこには無いので

そのままでは、なかなかその大意はここの読者に伝わらないような気がしてい

るからです。 



 

大熊さんはそのレジメの言葉の大意を様々な事例を出して 30 分の間に出来

る限り解り易く伝えるとい 

う困難な課題に毎回精いっぱい頑張っています。もう少し踏み込んで言わせ

てもらうと毎回西田の難解  

な哲学の解説に挑戦しているかのようです。これまでの講座の後で何か疑問

に思う点でお聞きになりたい      方はいらっしゃいますか？と、SAA の方

で一 応 会員の方 に水 を向 けるのですが、そう簡 単 に言 えるものでは      

ありませんでした。精いっぱい意見を申し述べたとしても良かったという感想ぐ

らいです。逆に言えば 

それぐらい大熊氏のお話は解り易くて、隙の無いものとも言えます。  

 

そういった事情で、やはりそれでは発信者である大熊さんの一方向のものに

なってしまいますので、これまでの第１回から 4 回まで開催した講座の内容に

ついては、当クラブの会長である表会員を始め、当該会員、又これまでメーキ

ャップして頂いた方々と大熊さんとのやり取りを発信された内容を順次纏めて

まいりたいと思います。宜しくお願い致します。  
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◇ニコニコボックス 

・今日も楽しみに来ました。よろしくお願いします。（元橋美津子様）  

・大熊様、卓話ありがとうございます。中川パストガバナーを始めビジターの

皆様ありがとうございます。（表、高井、西、森、高橋、山本、杉本、吉田、室

谷、星名、金津） 

・大熊様、卓話ありがとうございます。4 月 17 日のはまなすチャリティ茶会もよ

ろしくお願いいたします。（桶谷）  

 

 

 

 

第 1840 回例会（2011.03.02）－100 万ドルの食事－ 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  76.5％（出席 13 名・欠席 5 名） 

◇本日のお客様  

苑  永輝  君  （米山奨学生） 

 

◇会長挨拶  

 皆さんこんにちは。今日は誕生祝い、結婚祝い、そして出産祝い本当に目

出たい事続きです。 

NZ の災害を始めとして世情が芳しくない中で、春先に向けてなんとなく明る
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い話題で例会の最初が飾れる事はとてもうれしいです。さて今月は異業種交

流会が開かれます。本来は会員増強の一環なのですが、そんなことはおくび

にも出さず普通にやってみましょう。どうなるかはやってみなければわからない

事です。又新江会員を始め、河北南ロータリーの酒井エレクトが中心に今回

の行事では企画して頂いております。有難うございます。どれぐらいの人で賑

わうか楽しみです。 

  

（今の最新の建物はどんな地震の力を想定しているのか？）  

さて、少し話題は暗い話に戻りますが、先日の NZ 震災に関しての事です。地

震に対して建物は大丈夫か？という事を少し皆さんにお話ししたいと思いま

す。私の職業は建設業です。そして学校の方も建築を専攻して出てきている

わけです。地震に対する建物の強度設計、いわゆる耐震設計です。耐震と

は例えばどの程度の地震に建物はどんな状態にいるのか？また、その強度

はどれぐらいに設定されているのか？これは、我々の業種の中でも設計では

なくて施工オンリイでやっている人も案外知っていないのではないでしょうか。 

さて、まず耐震設計です。その設計強度は何を基準にしているのか？それは

喫緊では阪神淡路大震災です。その折の地震の力に耐えられる基準で定め

られているという事をまず申し上げましょう。これまでの地震の中で一番エネ

ルギーの大きかったものに対応してそれは決められているのです。ですから、

それは経験工学の最たるものです。それは皆さん当然そう思っていらっしゃる

とおもいますし、それはその通りです。しかし、意外と知られていない最たるも

のは、実は建物がその最大の地震の力を受けた場合、どの程度の建物の状

態を設計で設定しているのかという事です。 

 

 

（建築物がこれまでで最大の地震に遭ったらどうなるのか？）  

 実は最大の地震に建物が遭遇した場合、それは建物の構造自体がつぶれ

ない程度というところなのです。ですから、今我々がいるこの場所の場合、ここ

で最大の地震力を受けたとする。そういった場合はこのような無傷の状態で

はないのです。建物の土台、床、柱、梁それが壊れる直前の状態になるとい



う事です。従って、多分そうなったら今いった部位は亀裂が生じます。そして、

多分周りのガラスは破損するでしょう。内装、特に天井などは落ちるかもしれ

ません。又、固定されていない背の高い家具やいすテーブルは倒れる、或い

は散乱します。特に注意したいのは家具による圧死が阪神大震災の場合、

とても多かった事です。当初の被害者が 5000 人と報告されていた震災直後

の段階でそのうち 4000 人近くが建物と家具による圧死です。そのうち家具に

よるものがどれぐらいの割合か？残念ながら今は私自身忘れましたが、家具

によるという文字が地震被害の公式文書にあるという事を忘れないでください。  

 

 

（地震に遭遇してしまった時の心構え）  

 又、地震による被災はいつ起こるか分からないという事もあります。実際私

の場合、4 年前の能登沖地震の折は日曜日の午前中であったにもかかわら

ず、家族全員がバラバラでした。いろんなところに散らばっていたのです。ふつ

うは休日にはみんな家にいると思うでしょう。でも違うのです。だから皆さんに

とって心に留めておいてほしいのは被害に運悪く遭ってしまった場合の心構

えです。 

家にいた場合、或いは路上にいた場合、または勤務先の場合、さらには運転

中の場合様々の状態の時にどう対応するか常々考えておくことが必要です。  

 

 

（今後建設業界として行うべき事）  

建築における耐震設計の誤解もその説明を十分にしてこなかった我々の業

界の責任も重大です。同じ建築と言ってもそれぞれの専門化が進みすぎて同

じ業界にいるにもかかわらず、それぞれがブラックボックスになっている現状が

このように一般の人の誤解（地震を受けても建物は無傷という誤解）を生む

温床になっていると思います。本当にこれから私達が行うべき行動は今一度

原点に返って今の建物の設計で我々の命を守る状態に果たしてあるのかど

うか、それぞれもう一度再確認する事態になっています。詳細は個別に又聞

いてください。これで長い話が又、伸びますのでこれぐらいにしたいと思います。 



 

◇米山奨学金授与  

 

 

◇お祝い 

（誕生祝）杉本正一会員   

（結婚祝贈呈）辻清平会員  

 

 

 星名紀之会員  
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（出産お祝い）山口博之亟会員  

 

 

 

◇幹事報告  

［3 月度理事会報告］ 

・第 1 回異業種交流会の件  

・チャリティ茶会の件  

・次年度委員会構成の件  

・河北ローターアクトクラブ休会の件  

・第 12 回ベルギー短期交換派遣学生の件  

・観桜会の件  

・ニュージーランド地震義捐金の件  

・4 月のプログラム 

4／ 6 観桜会  ホテル金沢 16F「オパール」点鐘：午後 6 時  

4／13 クラブフォーラム「チャリティ茶会に向けて」  

4／17 チャリティー茶会  場所：西田幾多郎記念哲学館  

4／20 卓話「30分でわかる幾多郎講座（第 5回）」場所：西田幾多郎記念哲

学館  

4／27 休会（17 日に例会変更） 

 

 

［その他］ 

・来週の例会は卓話「30 分でわかる幾多郎講座（第 4 回）」、場所は西田幾
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多郎記念哲学館です。 

・2013-2014 年度ガバナー・ノミニー候補告知について。  

・石川第一分区都市連合会（ＩＭ）礼状が届いています。  

・3 月ＲＩレート 1＄＝84 円  

 

 

◇クラブフォーラム 

「第 1 回異業種交流会について」新江克之会員  

「チャリティ茶会について」     桶谷八郎会員  

 

 

◇ニコニコボックス 

・杉本さん、誕生日おめでとうございました。辻さん、星名さん、結婚 41年、42

年おめでとうございます。博之亟君、るいちゃん誕生おめでとうございます。

（表） 

・もうすぐ異業種交流会、チャリティ茶会があります。皆様の力をお借りして頑

張っていきたいと思います。特に桶谷さんや新江さんに負担をかけますが、よ

ろしくお願いします。（高井） 

・誕生祝ありがとうございます。（杉本）  

・結婚記念祝ありがとうございます。（辻、星名）  

・お祝いありがとうございました。（山口博）  

・苑さん、ようこそ。早退させていただきます。（麝香）  

・粗食ごちそうさまでした。（高橋）  

・先週インフルエンザにかかり、ＩＭを欠席しました。生まれて初めて 39.5 度の

熱が出ました。熱がでると体がだるくなることを初めて体験しました。皆様も体

調に気をつけて頑張りましょう。（山本） 

 


