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第１３回 ガバナーエレクトからの手紙
「ポアンカレ予想とマルチバース」 炭谷 亮一

約１００年前に、フランスのアンリ・ポアンカレが問いかけた難問、ポアンカレ予想をロシ
アの数学者グレゴリー・ペレリマンが見事に証明し、２００７年に４年に一度の数学界のノーベ
ル賞と言われるフィールズ賞の受賞を拒否し、こつ然と姿を消しました。この大天才が証明した
のは、宇宙の形と構造の予想でした。トコロジーという数学の新しい分野で特に形状について、
かなり大ざっぱに据える考え方のようです。
ではなぜペレリマンは消息を絶ったのか、かなり大胆に予想してみました。実は、つい数年前

までは、宇宙は一つである、まさにユニバースであると考えられていました。しかし、最近の研
究では、宇宙は一つではなく数個あるのではないか、マルチバースではないかと考えられるよう

になってきました。ところがポアンカレ予想は、宇宙は一つであるという前提の元の予想ですから、マルチバース
では、既に前提が崩れており、ポアンカレ予想を証明しても、無意味でないかと考えられます。数学的な単なる証
明問題としては面白いかもしれませんが、サイアンスとして何も意味もない証明なのかもしれません。

ペレリマンはポアンカレの難問を証明した喜びもつかの間、宇宙はユニバースではなくマルチバースである考
え方の方が妥当だという、宇宙学者の間での共通認識があるという事実を知ることで、自分の努力は無意味だった
と知り、職場も名誉も全て捨て去り、深いロシアの森の中へ消えたのではないでしょうか？

２０１０．１１．１１ 村田 祐一「タバコの真実」その１３
間ならば誰にでも全てが見えるわけではない。多くの人は自分が見たいと欲することしか見て人

いない。カエサル
指導者に求められる資質は次の五つである

知力。 説得力。 肉体上の耐久力。 自己制御の能力。 持続する意思。
カエサルだけが、この全てを持っていた。 イタリアの高校教科書より
塩野七生氏「ローマから日本が見える」集英社より

各界の指導的立場にあるロータリアンの皆様、タバコ問題も知的科学的に考え、自己および
他人も良い方向に説得し、自己の肉体に良いことを率先して行い、誘惑に負けず自己コントロー

ルし、良いことは持続して行いましょう。
「俺んとこの爺さんタバコ吸っていたけど 過ぎまで生きとったは、おれも一緒でタバコに強い身体やと思う80

しタバコ止める必要ない」などと自分に都合のよいことだけを思い抱いているそこの方、息切れが年々ひどくない
ですか？

人前で話すときゼイゼイと話していませんか？そうなっているなら肺気腫になっています。知らず知らずに症状
が進んで、茹でガエル状態です。どうしても禁煙できないなら、せめて周囲の人に配慮してマナーを守ってくださ
いね。
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点鐘
国歌 『君が代』

『 』ロータリーソング それでこそロータリー
四つのテスト

今日夕刊を見ましたら殺伐と会長挨拶：
した話しばかりで弁護士さんやコンビニの
強盗殺人などのいやな記事ばかりです。司
法解剖してなかった被害者は殺人事件であ
ったとかもありましたが、サッカーのこの前のワールドカ

ップの決勝８試合すべてを的中させた予言タコのパウロという後継者
も出来たというほのぼのとした笑いを誘う記事もありました。またゲ
ゲゲの鬼太郎の水木しげるロードは観光客 万人と云うことで経済300
も少し上向いているのかなと思いました。

ビジター： なしゲスト紹介：
水野陽子会員 東海林也令子会員今月の誕生者の紹介 11/1 11/4
炭谷亮一会員11/27

《 食 事 》

¥11,000- ¥301,919- ¥3,616,604-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
地区大会へご出席の皆様、お疲れ様でした。 皆様、地区大会ご参加お疲れ様でした。いよいよ次は私達藤間会長 宮永幹事

の番となりました。宜しくお願いします。 皆様地区大会御苦労様でした。 地区大会並びに３７１炭谷ガバナ 岩倉会員-
０地区の皆様の接待有難うございました。 来年の地区大会宜しくお願い致します。 今日無事に６０西村会員 東海林会員

歳の誕生日を迎えられたことに感謝します。素敵に歳を重ねていきたいと思っております。

幹事・委員会報告
5000炭谷亮一ガバナーエレクト：中川パストガバナーから連絡があり、米国エバンストンのロータリー事務所より

2610ドルだすからからポリオプラスのキャンペーンを金沢城でやって欲しい。
地区としてするんだけど「金沢百万石ロータリークラブ」の名
前を使って良いとのことでした ２月１３日金沢城の石垣に ポ。 「
リオプラス」のキャンペーンをしたいと思います。

義援金を御願いします。また本日はクラブフ宮永満祐美幹事：
ォーラムと理事役員会がありますのでよろしく御願いします。

炭谷亮一ガバナーエレクトから皆様にお飲み物をいただきまた
「本日初めて地区大会の話を皆様としますので」と云うことです。ました。

地区大会で受けました鍵なので見て下さい。事務所西村邦雄会長エレクト：
におきますが、少しさびているところは磨きました。ここに今年の文が書い
てあるのですね、来年はここに付けて来年１０月２９日に次のクラブに渡す
という事になります。順番にテーブルに回しますので触って見て下さい。

１．登録料について２． 年度 地区大会 ３．その他講話の時間 クラブフォーラム 2011-12
ホテル日航金沢 ５Ｆ「オーキッドルーム」19:30 20:00～

幹事より、ここ数年のクラブ会費と経費、ニコニコボックスの関連を説明
①ここ 年間で会員数が 名減少している 収入が 万円減少7 5 160
②地区会議のクラブ負担は増加 全員登録が最近多い
③金沢の他のクラブは地区会議を自己負担にしている(例会費の差額)
④地区会議費をすべての行事を合計すると一人約 万円3
⑤昨年、今年とニコニコや会場変更例会による積立を組み入れている( 万円ほど)140
⑥今が大変なので、この地区大会のホストが終われば通常に戻る という方がいらっしゃったので 調べたが
原因は会員減少による収入減と地区会議費の負担が大きいのでは

⑦今年の地区大会は全員で負担するということで 円を請求書に追加して集金2000
(前回の理事役員会決定、全員に通達済み)

⑧今年地区大会 晩さん会出席者にはお願いをして、自己負担してもらった(昨年はクラブで負担した)
⑨地区関係のガバナーエレクト 次期地区幹事には 登録料を自己負担してもらっている

回582
（木）2010.11.4
ホテル日航 Ｆ3

23/35 65.71%出席率
９月の出席率 ％72.06
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)意見2
①地区会議費をクラブ負担か個人負担かは、それぞれのクラブによって違う
②会議などは出席する人が会費を払うのは、一般的 ただ、全員登録の分だけは、別の考え方にしたらよい
のでは

③全員登録の分も集金すると、行かないから払いませんと言われてもこまる
④ニコニコから出せばいいのでは、残高は減っていない
⑤会員がニコニコをしているから減らないのであろう ただ、ニコニコを奉仕に使うのは良いが、通常の経費
の分まで使うという事になると、ニコニコを出している人が出さない人の分を出していることになるのでは

⑥会場を変えることを視野に入れることも必要ではないか
⑦全員登録の分 会費を値上げして、後は個人負担の方向がよいのでは 方向としては会費値上げ、地区会議

。費個人負担の両面を考えていくことになった
反対意見もあるので、今

回結論は出さず、皆さんに考
えていただく

)地区大会1
①資料に基づき 幹事が説明

地区大会の説明 役割分担
の確認
②現在資料を分けた以外にも

大量の金沢 の資料があり、かく役割別に随時、メールでRC
宮永より送信
③相川事務局 地区大会の登録を多田会員とともに担当
④資料について

訂正
・ガバナー年度のコンセプト ×イノベーション ○「ロータ
リ ーに新風を」
・ 会長代理から のところでRI

「晩さん会に各会長を呼んでないのはさびしい・・・羽咋の監
査役からの意見」

追加
・ガバナーエレクトから 私達のできる範囲でやりましょう どんなことがあっても 失敗だとは思わない
私達のやれることを やっていきましょう

⑤意見
・本会議担当 村田会員 プログラムをどんどん決めていっていいのですね
基本を決めていただき、実行委員会にかけてほしい

・木村会員 パンフを作成するための講師のプロフィールはいつまでか
月まで 月にパンフを印刷の予定・・・スケジュールに追加3 4

・岩倉会員 新湊からの引き継ぎがあるのでは
昨年の例だと 月にやっている こちらからお邪魔することになると思う 後日調整して総務から連絡1
・今後各部会を開催する時は、宮永までのご連絡を依頼した

)木村会員より 世田谷の合同例会 欠席の方の会費について説明あり 以上3
点鐘追記 早速 会計部会が当日 打ち合わせ済み

東京世田谷中央ＲＣとの合同例会について
◇１１／１３ 土 合同例会 湯の出 会費 円 飲（ ） （ ） （15,000
み物クラブ持ち）
※ 会費は当日・若しくは１１日例会にご持参下さい
※ あらばしりの会も兼ねますので美味しいお酒をお願いしま
す。
◇ １４日の市内観光に参加の方
（参加者：石丸ご夫妻、上杉、木村、藤間、炭谷、水野、宮永、
村田）

◎昼食代（金城楼） 円（飲み物クラブ持ち）7,000
◎入場料 円2,500
合計 円は、１４日集金させて頂きます。9,500

※集合時間やその他詳細・ご相談は、１１日に木村会員より個別

クラブ例会予定
年度2010-2011

クラブフォーラム ※理事役員会11/4
『 年度 地区大会について』2011-12

山出保 金沢市長11/11
「金沢の現状と方向」
東京世田谷中央ＲＣ・金沢百万石ＲＣ11/13

18:30合同例会 開会点鐘
湯涌温泉 「湯の出旅館」

梁井 宏 様（やない ひろし）11/18
牛島 秀一様11/25
年次総会12/4
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に御連絡させて頂きます。 合同例会と市内観光の日程を添付します。

理事役員会 議事録理 事 役 員 会

日時：２０１０年１１月４日（木）場所：ホテル日航金沢

役員：藤間勘菊（会長 、西村邦雄（会長エレクト 、北山吉明（副会長・ＰＥＴＳ・地区協議会実行委員会）） ）
宮永満祐美（幹事 、竹田敬一郎（会計）永原源八郎（ＳＡＡ（会場監督）欠上杉輝子（副幹事））
村田祐一（直前会長）
理事：水野陽子（クラブ管理運営委員長）欠吉田昭生（奉仕プロジェクト委員長）

欠金 沂秀（会員組織委員長） 欠木場紀子（ロータリー財団委員長）多田利明（広報委員長）
常任理事：欠石丸幹夫

（ ） （ ） （ ）オブザーバー：炭谷亮一 ガバナーエレクト 岩倉舟伊智 次期地区幹事 木村幸生 東京世田谷合同例会担当
【議 題】
１．地区大会関連 クラブフォーラムの通り
２．指名委員会の発足について 今期会長幹事 次期会長幹事 会長ノミニー の 名で設立5

月の年次総会までに組織を作り 当日発表を 依頼12
３．その他 東京世田谷中央ロータリーの合同例会について

運営の確認 ゴルフに行かない人のお迎えを 手伝いをお願いすると思う(木村) 会費がいくらになるか
を教えてほしい・・計算します 会費は当日集金

会員消息
悲しいベートー

ベンの「英雄」
の葬送

（金）東京11/5
紀尾井ホールに
て 百万石クラ
ブお馴染みのゲ

ラルド・シューベルト氏、プ
リンツ・マインハルト氏・中
田留美子さんの演奏会があり
ました。しかし、訪日中のウ
インフィルハーモニー団員のコントラバス奏者ゲオルク・シュトラク氏の富士山での 滑落死の悲報の直後であ11/3
り、シューベルトさんは目を赤く潤ませての演奏でした。又、翌 （土）の西宮の兵庫県立音楽堂でのウインフ11/6
ィルハーモニーの演奏会後、シュトラク氏と何時もならんで演奏しておられたコントラバス奏者のブラッドラー氏
にもお会いしてお悔やみを申し上げると「私と同じ年で 才なのに」と目をうるませておられました。演奏はす41
べて素晴らしかったですが、悲しいベートーベンの「英雄」の葬送でした。
（クラブフォーラム欠席申し訳ありませんでした ） 石丸幹夫。

ロータリー情報がいっぱい金沢百万石 ホームページをご覧になっていますか？RC

クラブ会報 地区情報 地区大会準備 会員のホームページ 友好クラブ情報 など
特に には いろいろ確かめてください。 （クラブ情報委員会）例会を欠席した時 みんな知っているクラブ情報で


