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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

２０ 1 １年８月のロータリーレートは, １ドル＝８０円

ガバナーからの手紙 「核の利用」その２
今日、日本全体がフクシマの事故で政府の情報の隠ぺい体

質、放射線への恐怖感、容易に収束しない事故への苛立ち、

風評などにより原発に対しての不信感、拒絶感、更には一種

のヒステリー状態に陥り、中には全ての原発を停止、廃炉に

すべきだと叫ぶ人達まで出現した。浜岡原発の政府命令によ

る停止をはじめ、多くの原発が停止せざるを得ない状態にな

って来た。国内での電力不足により鉱工業生産が減少し、日

本経済を破綻させ、日本は大不況に陥る可能性が出てきた。

長期的には原発を見直し、原発廃止の方向性で考えても良い

が、今はフクシマの事故を検証して、その結果をほかの原発

の安全性の向上をはかり、安全性がそこそこに担保できた原

発は、再稼働させるべきであろう。原子力発電、水力発電、

火力発電そして再生可能なエネルギー、私はすべてのエネル

ギーをミックスして使用すればよいと考えている。しかし安

全供給、環境保護、経済コストとバランス、更には、安全性を加

えた最適、最強の電力政策が必要ある。

さて世界の主要国の電力エネルギーのミックス度であるが、水

力、天然ガス、石炭、石油、原子力が主体であり、再生可能なエ

ネルギーには現在のところ、余り依存していないのが現状である。

今後ミックス度が大きく変化することも考えられるが、私が考え

るには、太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオ燃料などは確かに

環境保護に優れ、無尽蔵である点は長所であるが、コスト、安定

供給などの面でなかなかメジャーになれないと考えている。

私は、資源が乏しく国土が狭い日本は、やはり原子力を主力エ

ネルギーに選択する他ないと考えている。過去の日本のエネルギー政策で原子力発電の導入を進めてきた最大の理

由は、エネルギーの安全保障を確保することにあった。実は私が原発と言っているのは、フクシマ原発のような、

４０年前の古い型の原発ではない。（つづく）
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

8/11 「血液による消化器癌の判定」

丹野博 （株）キュービック 社長

8/18 福田 裕ガバナー補佐 クラブ協議会

9/1 炭谷亮一ガバナー公式訪問

9/8 古市牧子 国際親善奨学生

9/15 「正しく恐れる放射線被曝」

山本政義金沢大学教授
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点 鐘 国歌斉唱 『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

西村邦雄会長挨拶： 連日、猛暑が続いて

いますが、皆様お元気でしたか？水分摂取

と十分な休養に心掛けてください。経済の話になりますが、

円高は困るという報道が主流ですが、原油の輸入価格が安

くなるなど、良い面もあることを強調したいと思います。日本は、先進諸国の中では、GDP に占める輸出比率が低

い方の国であることを知ってほしいと思います。外需依存型ではないのです。円高を恐れないでもよいのです。

ゲスト紹介 濱本学泰（たかやす））様 （株）アンヤット 代表取締

2011 年度ベルギー短期留学生 井口 眞里 さん

ビジターの紹介 なし

誕生お祝い：8/3 井口千夏会員 8/25 西村邦雄会長

新入会員入会式 ※ バッジ贈呈 武藤 清秀（むとうきよひで）会員 職業分類：建築設計

武藤清秀新会員挨拶： 今晩は 武藤清秀と申します。金沢の生まれ

すが、高校を出てから 10 年間は県外で暮らしました。 現在は寺町で建

築設計の仕事をしています。岩倉さんとは同業で

す。たまたま主計町の「土屋」さんの修復設計の

仕事を致しましが、是非にと入会を勧められまし

た。これも何かのご縁と思い入会いたしました。

趣味は山スキーでして、年数回ですが、楽しんで

います。20 年ほど前にエベレストを見にネパール

にいきました。そしてネパール協会を発足しまし

た。顧問の吉田昭生さんや西村邦雄会長の妹さん

などソバナを囲む会で大変お世話になりました。

ロータリーについては全く解りませんがよろしく

お願いいたします。どちらかと言いますと木曜日はきつい日ですが、頑

張ります。

食事と歓談
幹事・委員会報告

炭谷亮一ガバナー：ようやく希望の地区大会のかなめの RI 会長代理が昨日決

まりました。李承采さんです。嬉しいかぎりです。皆様よろしくお願いいたし

ます。

村田祐一クラブ管理運営委員長： 9 月に放射能のお話をお願いしました。先

日 山本先生のお話をお聞きしましたが難しかったのでわかりやすくとお願い

しました。それで質問を先に考えて来て下さい。お盆までにお願いします。

金沂秀会員（姉妹クラブ担当 南光州）：今炭谷ガバナーが言われたように昨

日、李承采さんから電話がありまして 皆様によろしくとの事でした。韓国か

らは20名ぐらい来られるのではと思います。心待ちにして下さい。

上杉輝子親睦委員長：10/29,30 の地区大会がすみましたら 11/5(土）に一泊で

湯涌温泉の湯の出で反省慰労会をいたします。予約しました。全員参加でお願

いいたします。

ベルギー短期留学にのぞんで 井口 眞里 さん 期間 8/9～9/3
皆様今晩は いま私は関西外国語大学の 2 年生です。ベルギーの機会を与えて下さり有

り難うございました。こちら来られてホームステイされたベルギーの人と家族の様になって、

異文化に大変 興味を持ちました。体験したくなりました。有り難うございます。

韓国光州訪問交換青少年名
今澤有紀子（女 金沢大文）21 (石丸幹夫） 加畑映理子(女 金沢大医)21（東海林也令子）

朴 梨那（女)11（東海林也令子） 石川理子（女)12（東海林也令子）

（8/19 ～ 8/24）出発集合 8/19 am10:00 小松空港集合

お送り出来る方はお願いします。

井口 眞理さん

６１６回 例会

ホテル日航 5F
2011 8.4（木）19:00

出席率 21/38 55.26%
6 月修正出席率 75.07％
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ニコニコＢＯＸ ¥11,000- 本年度 94,000 残高 ¥3,365,812-
西村会長 濱本様、ようこそ。卓話楽しみにしています。武藤清秀様ようこそ。新入会おめでとうございます。

川会員 濱本君、今日は小松から来てくれてありがとう。これからも一緒に石川県を考えていきましょう。

井口会員 ８月８日から娘のベルギーの短期留学です。４週間楽しんで来てくれればと思っています。あり

がとうございます。濱本さん、本日は宜しくお願いします。 木場会員 本日、お昼に炭谷ガバナーのお供で

高岡ＲＣへ行ってきました。ガバナーの素晴らしい卓話に感激いたしました。 炭谷ガバナー 新入会の武藤

様、ようこそ。一緒にロータリー活動頑張りましょう。濱本さん、今夜はよろしく。 藤間会長 濱本様、よ

うこそ。卓話たのしみに致しております。武藤様、ようこそ。よろしくお願いいたします。

講話の時間 「僕たちの考える石川県」パート３ ～加賀編～
濱本 学泰（たかやす）様 （株）アンヤット 代表取締役

経歴 紹介 川きよみ会員

1973 年小松市生 1992 年 3 月 石川県立小松高等学校理数科卒業 1996 年 3 月 一橋大学商学部商学科卒業

（専攻：外国為替、国際金融） 同年 4 月 野村證券株式会社入社 2002 年 6 月 メリルリンチ日本証券

株式会社に入社 同年 11 月 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社に入社

2008 年 04 月株式会社倭・美設立。2008 年 09 月リーマンショックの前日にファンドマネージャーを自主辞職。

2009 年 12 月故郷小松市に戻る。2010 年 04 月 30 代の仲間 5 名で株式会社アンヤット設立。

講話 （要約）アンヤットはアリガトウの方言です。子供の頃から

相場のために生まれたと思っていました。お金は好きでしたので勉強しましたが、お

金の世界でもいやーな事もありました。そして新しく仕事を考えたわけです。

それまで私の様な 30 才代の人間の所に会社では年間で 1000 社の上場会社の社長さ

んが来られました。9 年間そのお相手を致しました。しかし、リーマンショックもあり、

地震など東京は怖いと思い、災害に強い石川の小松に戻ることにしました。いまでは

石川はお金の流れは大手に支配され、他県の災害でも安全ではありせんでした。お金

どころか人材も外に流

れています。11 万人

の小松には空港もある

のにションボリしてい

ます。良い水も沸き 食料をとれるのに小松には

関係ないようになっています。もっと金沢、福井、

勝山、永平寺などからも人が来てお金をおとして

欲しい。

(株)アンヤットのビジョンは 10 年で小松をかえ

ることです。例えば大和は閉じられ、小松製作所

も移動、中心街はシャッターで閉じられて来てい

ます。新幹線と騒いでいますが、小松は寂しい奥

座敷になります。「街中に多くの人が歩いて賑わう

街並み、小松市内で循環出来る経済システムの構

築、観光ハブとしての役割、住みたくなる小松、

粋な文化のまち です。

小松うどん 小松産の麦でうどんを！現在当地

産の大麦は山梨県へ行っています。松尾芭蕉も賞

賛したという小松のうどんの事業です。アンヤットがその中心として頑張ります。

点 鐘
9 月 15 日の例会卓話について

～福島原発事故と放射能汚染～

今回、低レベル放射線研究の第一人者の山本政義金沢大学教授に「正しく恐れる放射線被曝」と題してご講演

して頂きます。難しい原子物理学をできるだけやさしい言葉でお話しして頂けるようにお願いしてあります。

将来を担う子供達の内部被曝についても対処方法を教えて頂けると思います。せっかくの機会ですので、ご家族、

友人、知人などお誘い合わせの上ご出席ください。

日時・場所 2011年9月15日（木）19:00～20:45 ホテル日航金沢３Ｆ 『孔雀の間』

19:30～20:30 卓話 山本政義金沢大学教授 テーマ「正しく恐れる放射線被曝」

20:45 終了

会 費 会員 無料 御同伴者 3,000円

申込み〆切 9月 8日（木）

※ 放射能についての質問などありましたら、是非下記までお寄せ下さい。

村田祐一会員 ＦＡＸ 076-267-9338 E-mail yumurata@kma.jp
※ 食事の準備がありますので、出欠の返信を必ずお願いします。


