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第１７回 ガバナーエレクトからの手紙 2010.12.16 炭谷亮一
「今後の日本ノーベル賞 危うし」

２０１０年のノーベル化学賞は、北大名誉教授の鈴木博士と米パデュー大教授の根岸博士が受
賞した。日本経済の低迷が続く中、久々の明るいニュースに我々日本人は、ずいぶん勇気づけら
れた。 しかし、私は今回のニュースをそんなに手放しで喜んでいない。というのは今回の受賞
論文は３０年以上前のものであり、０８年の物理学賞を受賞した益川博士の論文も４０年近く前
のものであり、ノーベル賞そのものの“高齢化”が進んでいる。その上、実は日本の科学界では
博士号を取っても働き口が容易に見つからず、あっても任期つきの立場で働くポスドク（博士研

究員）止まりで、生活の基盤が固められない、非常に不安定な立場に置かれるケースが多い様だ。
更には民主党の事業仕分けで、民主党議員がウケをねらってのバカ発言「２番じゃダメなんですか？」 いや、
呆れかえった国民もずいぶんいたはずです。科学の世界では「ウイナーズ・テイク・オール」が常識です。

情けないことに来年度の科学技術予算は２７年ぶりに減額されました。
いや、これでは科学技術の研究を志す者にとっては、踏んだり蹴ったりです。

先の根岸博士は、会見で「若手研究者はどんどん海外へ出ていくべき」と話されていましたが、インターネット
の発達もあり日本にいても世界中の最先端の研究の情報が入ってくる時代で、よほど良い条件のオファーが無い限
り海外へ出ようとせず、更に一昔前みたいに海外で武者修行して研究はもちろん、
自分自身も異文化に触れて向上しようと考える若者は確かに減ってきている。

政府も若手研究者も、人類のロマンにかける意気込みを強く持つ必要がある。

タバコの真実」その１８ ２０１０．１２．１６

中学生から祖父母と一緒に暮らすようになり、父母、妹と私の
３世代で過ごしました。
祖父母は大和風呂でキセル煙草、父は紙巻きたばこを吸ってい
ました。
夜になると人が集まる家だったので茶の間はいつも紫煙が漂っ
ていました。

年末になると大掃除をしますが、障子をはじめ到る所がタバ
コのヤニで茶色でした。このヤニ汚染について母は掃除が大変だとこぼしていました。

その頃はタバコの害についてはほとんど知られていなく、医者の祖父も無頓着に吸っていました。私が医学部に
進学し、公衆衛生の授業ではじめてタバコが肺がんの原因になることを知りました。それ以来父に禁煙を勧め、１
０年くらいかけてようやく禁煙にこぎつけました。完全に禁煙できたのは孫が出来た頃だったと思います。その後、
７０歳過ぎに父は胃がんで手術を受けます。術後に気管内挿管を抜くのが、かなり遅れました。タバコで肺機能が
低下しているためだと言われました。胃潰瘍の４０％、胃がんの２５％はタバコが原因です。肺気腫、気管支拡張
症の約半分はたばこが原因で呼吸機能の低下をきたします。もっと早くに禁煙できていればと悔やまれます。喫煙
者の皆様、自身の健康のため、家族に心配をかけないよう、新年を迎えるのをきっかけにご禁煙しましょう。
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点鐘
ソング
『 我等の生業 』
四つのテスト
会長挨拶： 今日は初雪
でした。寒い筈です。
白峰では 10 ｃｍ程積も
ったそうです。落雷で
家が焼けた事もありま
して、気を付けなけれ

ばならない季節になりました。又 今日は斉藤裕樹投手の入団発表もありました。監督さんは５回失敗して、今回
は社長さんが籤を引いてきまりました。ま ノーベル平和賞はやはり欠席で悲しい思いですね。

ゲスト紹介：なし ビジター： 金沢みなとＲＣ 中川乃布彦様
今月の誕生者の紹介 なし 《 食 事 》

幹事・委員会報告
宮永満祐美幹事： 皆さん今晩は今日は今年最後の理事役員会でございます。御願いいたします。

ニコニコＢＯＸ ¥6,000- 本年度累計 ¥463,919- 残高¥3,775,206-
藤間会長 １２日遅れの初雪でした。今日はクラブフォーラムです。皆様よろしくお願い致します。 宮

永幹事 クラブフォーラムよろしくお願いします。上杉会員 来週の年忘れ例会、宜しくお願いします。オ

ークションの協賛品もできれば、お待ちしています。 炭谷Ｇエレクト 昨日米山奨学会の会合が東京であ

り出席し大いに吠えてきました。 土田会員 寒くなってきました。体に気を付けて下さい。

クラブフォーラム 「 PETS 地区協議会 地区大会の準備について 」

① 2011-12 年度 地区大会について … 資料配付（参照）
② ＰＥＴＳと地区協議会

・ＰＥＴＳ… 3/13（日）ホテル日航 午後開催 会議終了後懇親会 各クラブ会長他総勢 100 名程。
・地区協… 以上、１月半ば頃会長エレクトが国際協議会に出席後、次年度のＲＩテーマ、ＲＩ

会長の方針などが見えてくる。役割分担は、ＰＥＴＳ・地区協で同じ配役でお願いする。

宮永満祐美幹事：さて今日のクラブフォーラムは迫って来ています地区大会、地区協議会を皆さんにもっと理解し
ていただこうという会議です。地区協議会担当の北山先生に、地区大会はは私の方で、プログラムのご説明をして
ご理解いただくつもりです。先ずは地区協議会と PETS の方から始めます。

北山吉明副会長：皆さん今晩は 来年の PETSが 3/13、地区協は 5/15 でして覚えやすいと思います。
PETS：先ず PETS というのは会長エレクトのセ
ミナーです。地区の役員から希望や方針を説明し、
それに沿って各クラブの職を全うして下さい。と

いう会議です。私ら医者から
見ると正しく学会の様な会合
です。会員が集まって色んな
事を議論するわけです。じゃ
百万石 RC は何をするか？ホ
ストをします。結局は会場を
用意し、メンバーを迎えて、
会の進行について、お手伝い
をする事です。あくまでも内

容については地区のガバナーが指導して進行しま
す。私達は例えばここのホテル日航のスタッフみ
たいになるのかも知れません。会議そのものに介
入する事は殆どありません。ですから椅子を並べ
たり、飾り付けたりとか、箱物即ち外側を作って、いらして下さいと言うことです。しかし、そうは言うもののい
ろんな役割はしねければなりません。難しいのはやはり「プログラム」づくりですが、これは原稿をいただかねば
ならない。本にまとめて校正する。それから炭谷亮一ガバナーエレクトからこのＰＥＴＳプログラムをいただかな
ければねばなりません。しかしこれはたたき台です。当分はあまり皆さんに「さあ頑張ろう」と言うことはありま
せん。最終的に御願いしたいことは この本会議の時にどう動いていただくか？と言う事です。それまでの準備は
あまり沢山の人がかかわりますと方向がずれることがありますので、しばらくはガバナー事務局と実行委員長の私

588 回
2010.12.9（木）

ホテル日航 30 Ｆ

出席率 21/35 60 ％
10 月の出席率 77.21 ％
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と相川晶代さんとのメンバーでたたたき台を作りある程度の形になりましたら、またお話ししたいと思います。こ
の時期はガバナーエレクトがいろんな会議にでてからです。大体１月の中旬ぐらいから可成り情報がしっかり入っ
てきます。そこでプログラム原稿がどーと出来上がります。会長エレクトが６６名、特別出席者が４０名で１００
名ぐらいの会なので、そんな大きな会ではありません。 ＰＥＴＳ… 3/13（日）ホテル日航 午後開催 会
議終了後懇親会

地区協議会：会場が地場産業センターで 5/15 の午後という事になっています。形としては 5/14（土）を準備の日
として、5/15（日）の午前中にリハーサルをします。参加は 2610 地区の会長・幹事・会計・各委員長と３年未満の
新入会員です。大体１０００名くらいです。それに特別出席者とで１１００名です。やることはこれも次年度の活
動方針をガバナーがやります。各部門は例えばクラブ奉仕部門 A,B、など米山まで９つ程あるのですが、地区の委
員長が方針をそれぞれのクラブ担当委員に説明します。若干のディスカッションもあるかもしれません。
またこれまでは最初の全体会議、ついで各部門の会議に分かれていましたが、今度は炭谷亮一エレクトが全部を全
体会議で通すと言う方針ですので会場は一会場の大ホールになります。そして講評をして終わります。約４時間に
なります。1000 人がその間に集中しますので「駐車場」が問題です。それから会場へ出入の案内です。これも１か
ら３月にかけて「お知らせを出したり」「返事を貰ったり」「プログラムを完成させたり」忙しくなります。担当の
人は PETS も地区協議会も同一人にしていただきたいと思います。
今、手元に役割分担の紙を持って来ています。案です。
サービスはコーヒーサービスと、一人一本くらいのウーロン茶をボトルを用意します。知り合いの業者に頼めば良
いと思います。お菓子もちょっと置いておくのが良いかも知れません。
会費は地区協議会は３０００円か４０００円か？ とにかく深刻に考えないで楽しくやりましょう。
言い忘れましたけれども、PETS では本会議の後に懇親会がありますが、地区協議会ではやりません。

5/15（日）県地場産業振興センター、午後開催（午前リハ）5/14（土）前日準備。総勢 1000 名程

地区大会：新しいアイデアでもりあげたい 宮永満祐美幹事：
何をやるかを組織図で、当日のプログラム案をご説明いたします。

地区では炭谷亮一ガバナーが一番上にあり、岩倉舟伊智地区幹事、石丸地区筆頭副幹事の役員が
続き、そこから北山吉明地区大会幹事、当会年度の西村邦夫クラブ会長、魏賢任幹事となりまし
て、続いて吉田昭生大会実行委員長、宮永満祐美総務となります。そして次の四つの部会（総務、
式典会議部会、祝宴懇親部会 記録部会）があります。総務は登録、参加者対応の小部会があり
ます。
招待者対応部会ＶＩＰもあります。あと会計です。仕事は登録は登録推進、登録者の把握、ＶＩ
Ｐ招待者はその人の選定や招待状の発送出欠管理、ホテル予約が入ります。大会当日、ＶＩＰの

席順もあります。金沢ＲＣそのままでしたが不必要なのものに本日気がつきました。10/30 の昼食会です。会計は
予算管理、決算管理決算書の提出、これは会計監査がありますのでキッチリ決算書を残す必要があります。
第一日目の指導者育成セミナーは江守巧 金沂秀 土田初子 上杉輝子の四名です。
本会議は村田祐一、上杉輝子、相良光貞。 講演会は三名の講師ですが、石丸幹夫、北山吉明、魏賢任、木村幸生、
吉田光穂の５名です。
懇親部会はＲＩ会長晩餐会は 10/29 で大沼俊昭、杵屋喜三以満、新入会員、10/30 の大懇親会は 800 ～ 900 人で二木
秀樹、藤間勘菊、東海林也令子、井口千夏です。
記録部会は申東奎、江守道子、
大会プログラム小冊子は原稿と印刷で石丸幹夫、野城勲です。
これまでご質問は？ 例えば宴会担当ですが、予算で食事の件、最終的には席順を決め、当日の人員配置も御願い
します。地区大会は２日間に五つの会合があると思って下さい。指導育成セミナー、本会議、RI 会長晩餐会、本会
議、大懇親会です。担当はその進行と予算決めをしていただきたい。
では二枚目、10/29（土）三枚目が 10/30（日）です。一番左が時間と何をするか、次は場所、出席対象者等の一覧
表です。午後スタートですが私達は午前９時から出なければならないと思います。
11 ～ 12 時まで地区大会委員会があります。これはガバナー事務所主催です。予約はしましたが進行はガバナー事
務所です。受付案内で氏名人数チェックします。昼食の世話があります。２０名程度です。一日目午後の指導者育
成セミナーは対象者の一番下の欄に 330 名 ○とありますがでアートホールの収容人数です。新湊は 294 名でした。
二日目の地区大会よりも対象者を絞っています。
ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、パストガバナー、ガバナー補佐、各クラブ会長幹事又はクラブ
を代表する人となっています。各クラブ４名までの予定です。これはガバナー事務所主催ですが、この開会挨拶も
司会もは岩倉舟伊智さんです。続いてガバナー挨拶、講師紹介二人決まっている。栗城さん大体５０分と休憩して
米山学友の姫軍さん３０分です。地区大会のテーマは「世界を見よう」です。
何時もと違う所はこれまでは基調講演があってパストガバナーが３人くらい話しますが、省略しました。
休憩挟んで本会議１はホストクラブ主催になります。大会点鐘から始まり、西村邦夫会長拶やガバナーＲＩ会長代
理などの挨拶、もしかしたら知事や市長もいらっしゃるでしょう。採択報告はこれは１１時の委員会でした事です。
ここで初めてパストガバナーが３人ほど出て「何々は採択されました。」とかいわれます。そこでクラブ表彰にな
ります。そして点鐘閉会です。

ＲＩ会長歓迎晩餐会は金沢ＲＣと新湊ＲＣは非公式夕食会という事で各クラブの会長は呼ばない方針でしたが、



- 4 -

百万石ＲＣは又 もとに戻すという事にしました。 １００名ほどになります。会議後バス移動の１時間をみて６
時から招龍亭でおこないます。出し物は決まっていませんが、中国楽器演奏と麻衣さんの笛など考えています。因
みに金沢ＲＣの時は芸姑さんお踊りでした。
この晩餐会は「小さいクラブでは何回も会長をしていてＲＩ会長歓迎晩餐会によく出ている人もいるし、強制的出
席要請でもありません」。
他地区のガバナーは誰がこられるか、四日市、長崎、横浜、長野の地区のガバナー夫妻がいらっしゃいます。
ＲＩ会長代理は私達の知る韓国からいらっしゃるものと思います。
地区大会テーマ「世界を見よう」は短いですね。サブタイトルに何か御願いします。
では３枚目、この日はリハーサルをしっかりしないと大変です。
世話する人のお弁当のする場所がないで第一日目はＡＮＡも日航もいっぱいです。２日目はオーキットルーム予約
しました。12:00 受付開始で 12:40 スタートで、終了が 5:20 分です。
市内の８ RC の皆さんには全員登録に御願いに回らなければなりません。

オープニングは金沢 RC も新湊 RC も DVD が３分半とか新湊は子供のバレーがありました。私達も「何かを」と
言うことで、今アイデアとしては「真っ暗な所で麻衣さんの笛が聞こえてきたところでスポット照明してファンフ
ァーレはどうか」の意見や「ここで DVD をならしては」などですが、予算とのかねあいで考えています。12:50 開
会宣言を北山吉明大会幹事がおこないます。国歌とロータリーソング、ついで物故会員追悼（金沢 RC はもっと後
でした。）これは座ったり起立したりを少なくしてまとめました。
実行委員長の挨拶、RI 会長代理や特別ゲスト紹介、西村邦夫会長の歓迎の挨拶、ここで知事さんがいらして下さる
様に配慮します。ガバナーとＲＩ会長代理が各２０分話します。採択はまたガバナーエレクトや次期地区大会開催
地です。祝電披露があり、記念講演があります。「富山出身で金沢美大卒のメトロポリタン美術館学芸委員の土井
さんです。」 休憩はさんで米山・交換奨学生を紹介します。表彰は個人表彰です。新湊ではこれには７分しか取
りませんでしたが、RI 会長代理に短か過ぎるといわれました。２０分にします。そして RI 会長代理所感と記念品
贈呈、予算は？という事にきています。ガバナーノミニーに挨拶していただき、地区大会の鍵の伝承です。次期ホ
ストクラブの会長の挨拶、とガバナーの最終挨拶をなさってから、新しい企画ですが、新入会員の紹介を壇上に上
げてフロアの拍手で激励する。ここでそのままロータリーソングを歌って終わりたいと思います。
エクスカーション：ゲストやご夫人の日本伝統工芸展案内や兼六園でのお茶席案内（石丸夫人他）

２６１０地区Ｎｅｗｓ 11/27（土）2011-12 年度の第１回のガバナー補佐研修会（ホテル金沢２Ｆ）
出席者：ガバナーエレクト炭谷亮一 地区研修リーダー近藤俊行

次期地区幹事岩倉舟伊智 次期筆頭副幹事石丸幹夫
次期ガバナー補佐は 富山 第一分区 吉田築夫（魚津西）、第２分区
山崎宣夫（富山南）、第３分区 金田安夫（新湊）、第４分区 斉藤壽夫
（高岡北）、
石川 第一分区Ａ 松原一夫（香林坊）、第一分区Ｂ 福田裕（白山石川）、
第２分区 潮津勇（小松東）、第３分区 古玉栄治（中能登まほろば）、

第４分区 浅井邦彦（内浦）の皆様

会員消息 会員のホームページを
見て下さい。

医学相談 石丸 幹夫 ひょうたん町耳鼻咽喉科医院
村田祐一 むらた小児科医院
江守道子 江守歯科医院紹介

金型製造 金沂秀 (株)ゴールドグループ
織物工芸 木場 紀子 木場 紀子工房「草木染めの紹介」

水野 陽子 水野陽子工房「加賀友禅の紹介」
建築設計 岩倉 舟伊智 岩倉建築設計事務所のご案内
一般建築 永原源八郎 飛鳥住宅株式会社
教室紹介 斎木 妙子 日本舞踊「藤間勘菊の紹介」
教室紹介 谷伊津子 谷伊津子ミュージックスタヂオ：ピア

ノ・シャンソン他・気功
教室紹介 東海林也令子 ピアノデザンジュ
保険案内 竹田 敬一郎 プルデンシャル生命のプロが紹介する保険の話
接遇研修 宮永 満祐美 office・CanDo が行う企業研修のご案内
広東料理 魏 賢任 香港から来た料理人が作る「采香楼」の料理案内
大学 山下 公一 金沢医科大学紹介
旅行 木村幸生 アトラス旅行

希望の方には会員紹介のページをクラブホームページの中に１ページお貸します。

第一分区Ａ松原一夫氏 Ｂ 福田裕氏


