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2017年 2月のロータリーレートは１ドル＝ 116円

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

もう花粉が飛んでいると

いうことですが、これか

ら春にかけて黄砂も飛んできて車のガラスを黄色くします。サンデー版を見ますと、主な成分は粘土鉱

物・石英・雲母などがあり、運ばれてくる過程で硝酸・硫酸イオンなどの土壌プラス科学物質であると

のこと。今注目されているのは科学物質の中のＰＭ２．５というものです。２．５は粒子の直径のサイ

ズを表しています。ゴビ砂漠などで巻き上げられ偏西風に乗って日本に到達します。最近はじまったも

のではなく黄砂そのものは３千年前からあるということで、春霞とよばれこの時期が多くなるようです。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト
〔卓話者〕一般財団法人ﾒｲｸ・ｱ・ｳｲｯｼｭ・ｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 関西支部 杉本光世（すぎもと みつよ）様

(2)ビジター なし

《 食 事 》

幹事・委員会報告

５．幹事報告・委員会報告〔幹事報告〕武藤清秀幹事

①本日例会終了後、臨時の理事役員会を５ F で開催
いたします。

② 3/16（木）「招龍亭」において次年度に関するクラ
ブフォーラムが開催されます。3/13までに事務局へご

出欠をお知らせください。

③金沢西 RC の例会場が 3/17 より「都ホテル」から「金沢東急ホ
テル」に変更されます。 曜日・時間の変更はありません。メーキャップされる際はご

注意ください。

〔その他報告〕炭谷亮一会員：実は東京出身の女房の実家の空いた土地に家を建てて

くれまして、そこに一人で住んでおります。卒婚という言葉がありますがあれではな

く、結婚生活は続けたいと思っておりますし、愛しあっているのですが、女房は息子

例会便り
第 864回
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の世話があって金沢におり、私ひとりで住んでいます。

今年４月から池袋にある立教大学に行きます。２年通った後大学院へ行こうと思いましてこれから

７年大学へ通います。まずは年齢が５０歳以上のクラスに入ります。午前中はジムへ行ってたり、

テニスをしたり、英会話も面白くてやろうと思います。ロータリークラブには在籍して活動はして

いきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

７．ニコニコＢＯＸ ¥10,000- 本年度¥366,000- 残高¥6,540,106-
金沢北ＲＣ 奥田久雄様：本日同じ屋根の下で例会があります。すばらしい御縁をい

ただきながら個人的には複雑な気持ちです。

若狭豊会長：皆様お変わりありませんか。かぜなどひきませんように。さて本日の卓

話 メイクアウィッシュ杉本光世様よろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：皆さん今晩は。杉本光世様ようこそ。卓話よろしくお願いします。

上杉輝子会員：杉本様ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしています。

大路孝之会員：「メイクアウィツシュ」活動に取組んでおられる杉本様、本日卓話よろしくお願いします。

炭谷亮一会員：お久しぶりです。又お会いしましょう。

8． 講話の時間

『 夢の力、命の輝き 』 杉本 光世（すぎもと みつよ）様

紹介者：奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 大路副委員長

今日の卓話者は杉本 光世様です。一般財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン関西支部

の事務局スタッフ、また北陸支部も兼任され、関西と北陸のウィッシュチャイルドのコーディネー

ターの仕事をやっておられます。またメイク・ア・ウィッシュの活動を広めるための講演活動も精

力的にやっておられます。メイク・ア・ウィッシュとは、皆さんご存知のとおり難病と闘う子供達

の夢を叶えるボランティア団体でございます。先程お聞きしたところ、杉本さんは石川県旧押水町

ご出身ということでです。

卓話内容概略

難病と闘う子どもたちの夢をかなえるボラン

ティア団体「メイク・ア・ウィッシュ」の活

動とは、そしてメイク・ア・ウィッシュで出

会った子どもたちの“夢の力”や“命の輝き

”、また、そこから生まれるメッセージを、ウ

ィッシュストーリーや映像に乗せてお伝えし

たいと思います。

私たちメイク・ア・ウィッシュは、難病の子

どもたちの夢をかなえるお手伝いを通して、子どもたちの未来を

お支えしているということを、感じとっていただけましたら幸いです。

８．質疑応答 ９．謝辞・謝礼 点 鐘

パストガバナーからの手紙 295回 2017.3.2 炭谷 亮一

良書探訪「知の進化論」 野口悠紀雄著

著者の野口悠紀雄氏は以前から私は日本の叡智の一人として尊敬し著書の大半は読破してきた。近年

氏の筆法にややかげりが見えるのではないのかと心配していたが、本書「知の進化論」は私の心配を完

全に払拭する良書といえる。

中世以前、知識とは特権階級の独占的所有物だった。例えば現代社会では、キリスト教徒が聖書を読む

のは当然であるが、グーテンベルクの活版印刷以前は聖書は修道院の聖職者によってラテン語で書写さ

れていた。聖書はラテン語記述のみが許され、他の言語への翻訳は禁じられており、ラテン語の知識が

ない一般人は読むことはできなかった。そしてこのラテン語によって学問の秘密は上流社会人に独占さ

れていた。

それがグーテンベルクの印刷技術により知識は一気に拡散し、又宗教改革をもあと押ししたと言える。
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更に百科事典の出現は知識を更に万人に開放したといえる。

印刷技術が発明された後も、ただちに知識が万人に開放されたわけではなかった、つまり大学という知

識を供給する組織の仕組みが問題だった、つまり学問体系は、まず基礎概念があり、その上に高次概念

が秩序づけて構築されるという構造になっている為に学問の体系に従わないと専門知識を学べなかった。

この状態を大きく変えようとしたのが１８世紀フランス革命当時の「百科全書派」の人々であった。

彼らは知識を万人のものにしたいと願い「百科全書」の編纂を計画した。更に優れた考えは「アルファ

ベット順」という画期的な方法論をとったことによる。その後に電気的通信手段の発達によって知識を

広める技術は格段に進歩し、現代の究極的手段であるインターネットが１９９０年代以降それこそ爆発

的な勢いで世界に拡大し、状態は抜本的に変化をとげた。インターネットにより「知識は隠匿するもの

ではなく広めるもの。知識は有料で提供するものではなく、無料で広めるものである」との観念が一般

化することとなった。

今現在では更に新しい変化が押し寄せてきている。それは人口知能の進歩である。これは大変な変革で

ある。つまり人口知能が人間の知的活動の多くを代替する時代において、そもそも人間が知識を保有す

る意味があるのかという問題まで生じてきている。

あの偉大な科学者アイザック・ニュートンの感じていた研究動機である「自分の秘かな抑えがたい欲求

を満足させること」だったと言われている。こうした優れた人間の欲求を満足させる為に人口知能の助

けを借りればより容易により早く夢を実現させれば結果、人類にとってユートピアは一歩一歩近づき実

現する可能性が出て来ることを期待していると著者は述べている。

最後に著者は深く広くそして綿密に取材した結果がこのような知の結集といえる書籍を生んだと言え

る。私は医療担当者の端くれとして以下の正確な記述にその証明を見た。それは「ラテン語で守られた

大学の医学」についての記述に見ることが出来る。・・・・・・中世のヨーロッパの医学では、一方に「医

師」が、他方に「外科医」、「理髪外科医」がおり、両者は対立していた（理髪外科医とは整髪や洗顔だ

けでなく、ヘルニアの手術や抜歯などの外科手術を行なっていた）。前者は大学教育を受けた人々だが、

後者は徒弟制度で教育された人々だった。

前者は知識労働者、後者は肉体労働者とみなされていた（尚外科医が肉体労働者という考え方は、古代

ローマ帝国においてもあった。この時代の外科医は奴隷であるギリシャ人だった）。医師は、患者と直接

に接解する、その為、とりわけ厳格に学問の秘密を秘匿する必要がある。習得の困難なラテン語の使用

は、大学医学部の医師が他の医長従事者に対して優越な地位を維持する手段であった。

医師のギルドは、学問擁護にラテン語を使用することで、他の医療従事者との差別化を図ってきた。

ところが１３４７年から５１年にかけて、ペストがヨーロッパ全土を襲った。この結果ヨーロッパの人

口の３割近くが死亡したと言われている。

この疫病に対してメスを用いてペストの腺腫を切開したり、灼熱した鉄で腺腫を焼くしか処置方法はな

かった。しかしこれらの処置はアカデミックな内科医のすることではなく、すべて外科医や理髪外科医

が行い、内科医はなんの役にも立たなかった。

更に１４世紀から１５世紀の英仏百年戦争は、火器の使用によって、兵士の負傷を一変させた。この場

合も大学の医学は無力で、外科医がすべて処置を行い、内科医の地位は低下し、中世のヨーロッパ医学

は、結局のところ虚構であり、ペストや兵士の負傷に無力であることが暴露され、化けの皮がはがされ

たのだった。本書は知的な知的な秀逸本といえる。

野口悠紀雄 略歴

１９４０年生まれ 東京大学工学部卒 ６４年大蔵省入省 ７２年イエール大学 Ph.D（経済学博士）
一橋大学教授（経済学） 東京大学教授 早稲田大学大学院教授 現在早稲田大学ﾌｧｲﾅﾝｽ研究所顧問

「知の進化論」 朝日新聞出版 ７８０円＋税

カワセミを求めて ５

カワセミにはなかなか会えません。!(^^)!
今回は「コガモ」全長３８センチ 綺麗な方がオス

地味な方が雌

水鳥たちを見ていたらカモの治部煮が食べたくなっ

た。 村田祐一
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理事役員会 2/23 20：00 出席者：若狭豊 上杉輝子 藤間勘菊 宮永満

祐美 武藤清秀 大路孝之 西村邦雄 布施美枝子 東海林也令子 金沂秀 矢木

正和 石丸幹夫 炭谷亮一 岩倉舟伊智（敬称略）

1．RC財団 補助金について

ラオスの中、高校の水洗便所の件

２．卓話謝礼の件現実に合わせて変更

３．6/15（木）18：00 富山西 RC との
合同例会について（於いて富山）

４．オープンロータリーの件 5/11

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

衣川昭浩 山崎正美 浦田哲郎 小浦勇一

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 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 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 T076-262-2211 F076-262-2241

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://100rc.jp/
事務局執務時間 月火水金 9：00～ 15：00休憩時間 12：00～ 13：00 木 15:00～ 20:00 休日（土日祝日)

事務局員 西村有里 幹事 武藤清秀

クラブ例会予定
3/2 ルドヴィート・カン

タ氏 チェロ演奏

3/9 小柳善裕氏 地区米

山委員長

3/16 クラブフォーラム

会場：招龍亭

3/23 中村哲郎氏 地区 R
財団委員長

3/30 休会 黄懿園さん送別

会 会場：招龍亭


