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月のロータリーレートは １ドル＝９２円5 ,
会場変更例会のご案内 ～石川ミリオンスターズ 新潟アルビレックス 観戦～VS BC
去る３月４日（木）石川ミリオンスターズ森慎二監督に卓話をして頂いた折に、クラブで応援しに行こう！という
話になり、石川ミリオンスターズの応援例会を下記の通り開催致します。

チケット売り場（入場口横）日 時 年 ５月２０日（木）集合2010 18:20
その場でチケットをお渡しします。 試合開始 １８：３０
※時間に遅れる方は、窓口の係りの方に申し出てください。

磯部ニ４５℡ 金沢循環器病院向かい場 所 金沢市民野球場 076-251-8189
会 費 ＊お弁当代 会員・家族 １人／２０００円

（お茶ｏｒ缶ビール付き） ＊チケット代は無料
出欠〆切 （火） 事務局まで5/18

※当日の急なキャンセルの場合は、恐縮ですが会費をお支払い願います。
※ お酒を飲まれる方は、お車でのお越しはご遠慮下さい。 ※雨
天による試合有無の問い合わせ先 上記野球場又は多田幹事 ０９０－４６８
１－８６５４
※雨天時の会場 藤間勘菊邸に変更します。
駅西本町２－４－３２ ℡０７６－２３１－０７４４

各種会合出席者
、 、 、 、 、 、 、★南光州ＲＣ創立４０周年記念例会出席予定者 村田会長夫妻 多田幹事 石丸夫妻 金夫妻 井口 上杉 谷

吉田昭生、申東奎会員 〆切：５／１０
★ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅 参加予定者 炭谷ラオスプロジェクト委員長、藤間会長エレクト、
宮永次期幹事、木村幸生次期国際奉仕委員長
★東京米山友愛ロータリークラブ チャーター・ナイト
月 日（日） ～ （ ）5 30 11:00 16:00 ¥15,000

出席者：村田会長、木村（幸生）夫妻、石丸夫妻

例会変更
（水） ～ 金沢ニューグランドホテル金沢ＲＣ 6/2 18:00

「チャリティ・オークション」 （水） 休会6/9
（月） 休会金沢東ＲＣ 6/21
（木） ～松魚亭「夜間例会」金沢北ＲＣ 5/20 18:30
（木） ～松魚亭「夜間例会」6/24 18:30
（月） 休 会 （月） ～金沢香林坊ＲＣ 5/31 6/21 18:30

エクセルホテル東急「やれやれ会」
石川ミリオンスターズ応援例会百万石ＲＣ 5/20
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年度例会予定 2009-2010
休会 （法定休日）4/29
木村道明様（ツエーゲン金沢ＧＭ）5/6

「ツエーゲン金沢 世界への道」
※次年度理事役員会

若狭豊会員 （わかさ内科クリニック院長）5/13
「細胞と遺伝子」 ※今年度理事役員
石川ミリオンスターズ応援例会5/20

金沢市民野球場
山崎康子様（書家）5/27
未定6/3

北山吉明会員（北山クリニック院長）6/10
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点鐘
： 』SONG ROTARY『

四つのテスト
９日（日）の金沢村田祐一会長挨拶：

城内リレーマラソン参加、応援の皆様
たのしかったですね。全員無事に完走
でき何よりでした。この日のために日
頃から体を鍛えられて良かったと思い
ます 目標があると継続できますね 継。 。「

続は力なり」とも言われています。
かの毛沢東も新年になると揚子江で泳ぎ健康のバロメーターとしていました。
今後もできるだけ、このリレーマラソンに参加して、また参加できるように鍛錬して健康を
維持したいものです。
ゲスト紹介

金沢北ＲＣ 磯野洋明様ビジターの紹介
３カ年 多田利明会員皆出席顕彰

－－－食 事－－－

①来週は金沢市民球場でミリオンスターズ幹事・委員会報告
の観戦例会です。 スタートです。もし雨天になっら藤間勘菊宅になり6:30
ます。 ノマラソンは昨年より１分８秒速くなりました。特に魏賢任会5/9
員の息子さんは７分第でした。 チームの中で 位でした。189 139
② （日）の地区協議会をよろしく5/16
③ 次期幹事よろしく

¥11,000 ¥683,843- ¥3,212,820ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
村田会長 上杉若狭先生、ロータリーライフは如何ですか？ 今日卓話宜しくお願いします。

、 。 。 （ ）会員 魏 会員若狭先生 本日のお話楽しみにしております 皆さんこんばんは ９日 日

。 。リレーマラソンいろいろと有難うございます 子供達にとても良い体験を与えて頂き感謝しています

参加された皆さんお疲れ様でした。若狭先生のお話を楽しみにしております。 若狭会土田会員

西村会員 吉田光穂会員員の卓話楽しみにしています。 若狭先生卓話楽しみにしています。

若狭様のお話楽しみにしています。

『 ヒトの細胞と遺伝子について 』講話の時間
若狭 豊 会員 （わかさ内科クリニック院長）

億年前に地球が誕生し、酸素の存在しない原始地球（ 億年前）の海に45 30
生じた有機物から自己複製する が生まれた。RNA
その ワールドから 単細胞、原生生物、多細胞生物へと進化を遂げ、脊RNA DNA,
椎動物ではまず魚類が生まれ、４億年前に魚類が陸に上がった。
Ｈ 年５月７日の英科学誌ネイチャーにポーランドで４本足で歩いた魚両生類22 -

700の最古の足跡の化石が発見されたと報じた。また同日、人類の進化として約
万年前、アフリカでチンパンジーとの共通祖先から枝分かれした猿人が 万年前20
にネアンデルタール人へと進化したものの約 万年前に絶滅した旧人が、われわ3
れ原生人類と７ ８万年前に欧州やアジア、米大陸などに広がるころにわずかに混-

2001血していたというゲノム比較の研究結果を米科学誌サイエンスに発表した。
年 月にヒト遺伝子の全ゲノム解読結果が公表され、その数が 万 万個2 2 6000-4
と予想外に少なく、人種が異なる個人の間でも 一致していることが判明し99.9%
た。
遺伝子は二重螺旋 を構成する約 億の塩基（アデニン、グアニン、チミDNA 30

ン、シトシン）の遺伝暗号の指示によって生命活動を担うたんぱく質をつくるための設計図にあたるものである。
人間の体は大きさ ｍｍの細胞が 兆個ほどもあり、おのおの細胞の中の核に 対 本の染色体とい0.02-0.03 60 23 46
う形で による細胞や臓器としての働きと遺伝子としての情報伝達を担っている。DNA
今回の話では生殖細胞での減数分裂の意味、突然変異や鉄による酸化ストレス、脂肪細胞のホルモン分泌について
も言及した。またミトコンドリアＤＮＡが女系（母から娘）でしか受け継がれず、現在世界に７種類しか存在しな
いということも紹介した。

点鐘

回559
（木）2010 5.13

19/37 51.35%出席率
63.19%４月の修正出席率
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国際ロータリー第 地区 ～ 年度のための地区協議会2610 2010 2011
年 月 日（日） 氷見市2010 5 16

ふれあいスポーツセンター

金沢百次年度の地区協議会は炭谷亮一ガバナーエレクト・藤間勘菊会長のもと
。お二人とも今回は登壇し、藤間勘菊会長は次年度のホスト会長としてご挨拶をしまし万石クラブがホストします

た。会員の皆様よろしく御願いします。

登録開始 ガバナー中川可能作2:30
全体 会 議

開会点鐘13:00
国歌斉唱 「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」
開会の言葉 ホストクラブ会長 松原勝久

ガバナー挨拶 ガバナー中川可能作13:10
特別出席者紹介 ガバナー中川可能作
ガバナー・エレクト所信表明 崎山健夫13:30
地区協議会の目的 次期地区研修リーダー近藤俊行14:00
休憩 各部会会場へ移動14:10

部 会 会 議
①会長・幹事・会計部会14:30
②会員増強・新会員部会
③広報・ 情報部会R
④職業奉仕部会
⑤社会奉仕・新世代部会
⑥国際奉仕部会
⑦ 財団・ 米山記念奨学会部会R R
部会会議終了16:00

全体会議再開
ガバナー所感 ガバナー中川可能作16:20
表彰式 ガバナー中川可能作
ガバナー ラペルボタン伝達 ガバナー中川可能作
地区大会ご案内 中野清志 （新湊 ））
次期地区協議会ホストクラブ紹介 崎山健夫
次期地区協議会ホストクラブ代表挨拶 藤間勘菊
ガバナー・エレクト挨拶 崎山健夫
閉会点鐘17:00

懇親会
開会挨拶 ホストクラブ会長 松原勝久
乾杯 氷見市長 堂故 茂
アトラクション
ロータリーソング18:20
閉会挨拶 地区実行委員長 桶 茂行18:40

の地区大会は新湊で10/30


