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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

『それでこそロータリー』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト〔卓話者〕地区ロータ
リー米山記念奨学会委員会委員長 小柳善裕（こやなぎ よしひろ）様

(2) ビジター 金沢西ＲＣ 新谷鎮夫様 香林坊ＲＣ 村野元孝様

《 食 事 》

５．皆出席顕彰 該当者ありません

６． 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、この会場で理事役員会を開催いたします。

②来週は「招龍亭」におきましてクラブフォーラムを開催いたします。ご出欠の連絡がまだ

の方は 13日（月）までにお願いします。
③ 4/9（日）地区の研修会が加賀市文化会館にて開催されます。出席対象の理事役員及び新
入会員の方々は 14日（火）までにご出欠を連絡ください。

７． ニコニコＢＯＸ ¥10,000- 本年度¥393,000- 残高¥6,567,106-
Ｒ米山記念奨学会委員長 小柳善裕様：本日は例会卓話にお招き頂きありがとうございま

した。今後共よろしくお願いします。

若狭豊会長：今晩は。ビジターの皆様ようこそおいで下さいました。また本日卓話として

小柳善裕様に米山記念奨学会事業のお話をいただきます。よろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：皆さん今晩は。小柳善裕様卓話よろしくお願いします。

上杉輝子会員：小柳様ようこそ。本日卓話宜しくお願いします。

大路孝之会員：小柳様いつもお世話になっています。本日の卓話よろしくお願いいたします。

２． 講話の時間

「 ロータリー米山記念奨学会事業について」

小柳善裕（こやなぎ よしひろ）様

例会便り
第 866回

ホテル日航金沢 5 Ｆ
2017.3.9(木）19 時

3/9 例会出席率 17/47 36.17％
1月の平均出席率 67.15 ％

布施美枝子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0861

．
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１９５５年１０月２５日生（６１歳） 職業分類 衣料製造

勤務先 株式会社コヤナギ 代表取締役社長

ロータリー歴

２００１年 白山石川 RC入会 チャーター

２０１１－１２年 R米山記念奨学会委員会委員
同 白山石川 RC 幹事

２０１２－１３年 R米山記念奨学会委員会委員
２０１３－１４年 R 米山記念奨学会委員会寄付増
進

２０１４－１５年 同

２０１５－１６年 R 米山記念奨学会委員会委員長
２０１６－１７年 同

講話： スライドと説明

紹介 大路孝之会員
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スライドには米山奨学会の

現況が丁寧に載っています。当

日例会に欠席された方は特にし

っかり読んで見て下さい。
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豊富なスライドにて過去現在の米山奨学金について説明された。

９．質疑応答 １０．謝辞・謝礼

点 鐘

パストガバナーからの手紙 297回 2017.3.16 炭谷 亮一

恐怖の原発（中国）

人口１４億の中国、その電力需要は膨大である。その旺盛なエネルギー消費を今後は原子力発電

が支えようとしている。日本でも原発の事故（ミス、トラブル）はやや隠蔽傾向にあると思ってい

るが、ところが中国では、体制批判が許されない為、事故は徹底して隠蔽され一切報道されること

はない。

中国広東省で新たに建設されている原発に対して、隣接する香港で不安が高まっている。問題と

されているのは、同省台山市に中国広核集団とフランス電力との合弁で建設中の台山原発だ。すで

に完成している２機の原子炉は、フランスアレバ NP、フランス電力、シーメンスが共同開発した
欧州加圧水型炉（EPR）と呼ばれる第３世代モデルだ。これから安全検査に入り、営業運転は数年
後になるとみられていた。

ところが香港の独立系通信社「ファクトワイヤ」が同原発に携わるフランス人技術者の証言とし

て伝えるとことろでは、最低２年を費やすべき安全検査を、中国政府から１年で済ませ、来年中に

も稼働させるように現場に要請しているというのだ。またこの EPR は、昨年４月にフランスのアレ
バ NP が行った圧力試験で、屋根と底の部分に脆弱性が見つかり、採用を決めていたフィンランド
とフランスの原発建設計画が中断している、いわくつきの原子炉なのである。

体制批判が許されない中国では原発政策に関する言論の統制はきわめて厳しく、中国国内では一

切報道されていない。しかし同原発から１３０㎞の距離にあり偏西風の風下に位置する香港では市

民団体による反対運動が行われている。香港と隣接する広東省深圳市ではすでに嶺澳原発で、たび

たび人為的なヒヤリ・ハットを起こしている。２０１０年に香港メディアが大亜湾原発で、放射性

ヨードと放射性ガスが漏えい事故が発生したと報じた。これを受けて同原発から電力の供給を受け

ている香港の中華電力は「燃料棒から微量の放射性物質が漏れたが、外部への影響はない」とする

声明を発表し報道内容の一部を認めた。

ところが大亜湾原発側は翌日、「漏えい事故は発生していない」と発表。矛盾する２つの声明に香

港市民の間で中国原発への不安と不信感が決定的となった。日本は平時においても黄砂や PM ２．

５の影響をうけており、中国国内で大きな原発事故が発生すれば隣接する韓国はもちろん、日本も

かなりの影響が予想されている。不具合が判明し、導入を決めていた各国がプロジェクトの見直し

を余儀なくされている新型原子炉。それにもかかわらず、中国は安全検査の期間を短縮してまで稼

働を急いでいる。その裏には「世界一の原発大国（数百基）」という国家目標が存在している。今年

３月に開催された全人代で２０３０年までに世界一になると宣言した。現在３１基が稼働中だが年

間７～８基を新たに稼働させる為、かなりの突貫工事が求められており、中国の一般の建築現場で

は突貫工事やおから（手抜き）工事が横行し数々の悲劇を招いてきた。しかし手抜き工事の対象が

原発建設ともなれば、今までとは比べものにならない大参事となる危険は大である。日本の原発の

安全性に優れたノウハウ・システムを官民共同して積極的に売り込む必要がある。

カワセミを求めて ７

白梅が咲き始めました。もう春ですね！

今年は雪が少なくて助かりました。( ^)o(^ )
今回はアオサギです。

鋭い眼つきで獲物を探していました。

体長 93センチ 非繁殖期は嘴は黄色

村田祐一

理事役員会

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 川きみよ
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矢木正和 石丸幹夫 (敬称略）

１．規定審議会に関する定款変更について：入会金 出席率 次期ま

た検討

２．次年度全体組織案

＊次回理事役員会は 4/13
(木)

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

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 木下真知子

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


