
- 1 -

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

金沢百万石

２０ 1 １年９月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円

ガバナーからの手紙
「日本人の英語力」 炭谷 亮一

昔から日本では、天然資源に乏しく人的資源が決定的に重要であると言われ続けてきた。

そして、教育の重要性が叫ばれ続けてきた。現在の国際化した時代に、コミュニケーショ

ンのツールとして世界の共通語として英会話力が非常に重要視される様になったが、日本

の若者の英会話力は、アジアでピリから二番目だそうである。現実に英語を話せる日本人

は少ない。その影響はビジネスの世界にも及んでおり、アジアのどの国よりも日本には英

語を話せない企業経営者が多い。もしかしたら世界一かもしれない。

日本の学校教育では、少なくとも中学・高校で 6 年間英語を学ぶ。それなのにほとんど

の人が英語を話せるようにならない。別に日本が英語教育に力を入れていないわけではな

く、現在では小学校でも正規に英語教育を行っているが、ほとんどの生徒は英語を話せな

い。力を入れる方向が間違っているのだと思う。英語教育の間違いは、学校の先生が話せ

ないから、生徒が話せるようにならないのである。英語教員の採用には一考？が必要である。例えば、公立の中・

高校であっても英語のネーティブスピーカーを英語教員として正規採用する等（この際、英語に関しては教育免許

の有無は関係ないとする。）

米山奨学生の採用試験に、二度試験官として奨学生の面談を行ったが、受験者の約半数は何と三カ国語を話すの

に驚くと同時に、日本の若者は負けているのではないかと危機感をもった。事実、ロータリー財団の国際親善奨学

生の採用試験の外国語の試験官として日本人の面談を行ったが、今年に限ってはお粗末な外国語能力（英語）の受

験者が多く、本当にがっかりさせられ、日本の将来は本当に暗いと思わざるをえなかった。

しかし、救いはある。日本の若者と韓国の若者の英語力では韓国

の方がかなり上にあると言われているが、サンディエゴの国際協

議会で、日本のエレクトと韓国のエレクトとの英会話力の比較に

おいては、断然日本のエレクトの英会話の方が優れていた。日本

語と英語は言語としては、遠い位置にあるが必要とあらば努力次

第で話せるようになるものである。ロータリーの例会も月に一回

は個々のクラブで英語で行うのも日本の社会に一石を投じ社会全

体の英会話能力のアップにつながると思う。
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8/25 記州陽子様 （株）花とも社長

「あきらめない！！」

9/1 炭谷亮一ガバナー公式訪問 中止

地区大会の進捗状況

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」

山本政儀金沢大学教授
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点 鐘
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：本日は福田裕地

区ガバナー補佐がおいでになりまし

た。例会に先立ち、お話をうかがっ

ていたのですが、RC 歴 23 年、RC
の様々な分野でご活躍されたとのこ

とでした。とても為になる興味深いお話を聞かせていただけるものと期待しております。

特にロータリー財団に関してのお話は、今後の当クラブの活動に参考になるものと思います。

ゲスト紹介 国際ロータリー 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 福田 裕 様（白山石川ＲＣ）

南光州 RC 青少年訪問プログラムの補助金を受け取って下さい。金沂秀さんよろしくお願いいたします

派遣学生（４名）へ補助金の贈呈→金会員が、１９日小松空港にて手渡されます。

幹事・委員会報告
魏賢任幹事 本日例会後、クラブ

協議会をいたします。出席下さい。

炭谷亮一ガバナー：加賀 RC クラ

ブへ行って来ましたら、40 年前に

同じ下宿にいた方がいて、抱き合

って喜びました。ロータリーが再会させてくれまし

た。次の私のガバナー訪問日は延期しまして 12 月

に致します。

ニコニコＢＯＸ ¥26,000- 本年度 138,000 残高 ¥3,409,312-
石川第一分区Ｂガバナー補佐 福田裕 様 ガバナーのクラブへガバナー補佐訪問をさせて貰って

います。よろしくお願いします。 炭谷ガバナー 福田様、今夜は御苦労さまです。よろしく。西村

会長 福田様、ようこそ。卓話楽しみにしています。色々とご指導下さい。魏 幹事 皆様、こんば

んは。今日は福田ガバナー補佐のお話が聴けるのでとても楽しみにしております。福田ガバナー補佐

どうぞ宜しくお願いいたします。 岩倉会員 福田ガバナー補佐、本日はありがとうございます。

石丸会員 福田願バナー補佐様をお迎えして。上杉会員 福田様、ようこそいらっしゃいませ。 お

話楽しみにしています。 木場会員 ガバナー補佐 福田様、今日はよろしくご指導お願い申し上げ

ます。 杵屋喜三以満会員 今日は、夕方からすごい雨で浅の川の水量もあっという間に増え、三年

間前の水害のことを思い出しました。福田様、本日は、よろしくお願いいたします。 北山会員 福

田ガバナー補佐をお迎えして。 藤間会員 福田様ようこそ。よろしくお願いいたします。 水

野会員 ガバナー補佐 福田様、ようこそ。 宮永会員 福田ガバナー補佐をおむかえして。

食事と歓談
講話の時間 「私にとってのロータリー」 2610 地区石川第一分区 B ガバナー補佐

福田 裕（白山石川ＲＣ）

紹介：1947 年生 1970 早稲田大学理工学部建築学科卒 金沢大学大学院卒 現在

千代野建設（株）代表取締役会長 1988 松任 RC 入会 2001-2 松任石川 RC 創立幹事、

2003-4 松任石川 RC 会長 2011-12 地区第一分区Ｂガバナー補佐 ポールハリスフ

ェロ－、米山功労者

講話：ガバナーの前で補佐はしゃべりづら

いのですが、良い機会だとは思っています。

私は 1988.1.5 RC に入会しました。その頃

は一業種一人ですので、私の様に仕事をし

始めたものは資格があるのかと疑問に思い

ましたが、そのうち、代表的なものになってくれという意味で入会さ

せられました。クラブはさほど若くはありませんでした。当時、角市

長も普通の会員でした。親睦委員やロータアクトの委員長などもしま

したが、なかでも会報委員長はまことに大変でした。今のようにパソ

コンを使いませんし、下書き、校正、印刷で水曜日午前の締め切りに

間に合わせるのが苦労でした。

６１８回 例会

ホテル日航 5F
2011 818（木）19:00

出席率 21/38 55.26%
７月修正出席率 76.39％
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さてスライドをいたします。

1989年ソウルや 1990年世界大会にいきました。ロータリークラブ会員なら出席すべきだと思いました。オース
トラリアの友好クラブ交流の際、「手にてつないで」を教えました。交換学生の事。2003 年国際大会。アラスカの
吉田ガバナーの来訪。 RI 大阪大会には 20 名余の出席。松任白山ＲＣの設立。米山学生。ＲＡ委員長として鹿児
島やマレーシア訪問。米山学友会。米山終了式。米山合宿。ハノイ 1000 年ツアー。－－－－ロータリーでいろん
な事を学びました。いい人に巡り会えました。一週一度の顔合わせで確固たる良い仲間が出来ました。いろんな方

法での奉仕への関心など沢山あります。

（豊富なスライドでロータリアンの人生を見せていただきました。30年近くを 30分に凝縮されましたが、驚く
べき足跡は私どもに強く訴えるものがありました。これからもこのようなロータリアンの個々足跡を知ることは大

変刺激になる事を認識させられました。 今までにないユニークな講話でした。編集部） 点 鐘

クラブ協議会 福田 裕ガバナー補佐を迎えて 2011.8.18例会後
式次第 進行役：魏 賢任幹事

出席者：福田ガバナー補佐、
理事役員 西村会長、北山会長エレクト、魏幹事、藤間直前会長、宮永副幹事
上杉クラブ管理運営副委員長（委員…杵屋、若狭）（クラブ奉仕プロジェクト委員…
申、水野）金沂秀会員組織委員長（委員…二木、江守巧）
木場ロータリー財団委員長（副江守道子、委員…吉田）、石丸広報委員

新入会員…武藤

各委員会の今年度活動計画の発表
司会 魏賢任幹事
上杉輝子クラブ管理運営副委員長 現在、地区大会準備で忙しい中ですが、盛り上がった素

晴らしいクラブを目指したいと思います。

多田利明奉仕プロジェクト委員長： （代） 西村邦雄会長 職業、社会、国際奉仕の目標

の中にラオスプロジェクトの農業センターがあり、地区補助金を足してクラブも何年か続けたい。

炭谷亮一ガバナーの目標が続くようにした。韓国との青少年交流も今回は４名参加します。職業

奉仕は村田祐一会員主導の禁煙啓蒙がありますが、継続が大切です。

金沂秀会員組織委員長： 行動力と交流で国内外のいい人に会えることは大

変いいことです。我々は実践していると自負しています。しかし、いつも

予算が問題で、もう少し会員が増えてくれたらと思っています。入会勧誘

はしつこがられず、しかもしつこく真剣にしたい。昨年度は３人。今年度

は１人入会しました。５名は増やしたい。そして今まで以上に世界に雄飛

したい。カナダでもオーストラリアでもです。

木場紀子ロータリー財団委員長：昨年度は未来の夢計画により、松本地区

委員長に卓話をお願いしましたが、今年度も機会を見てお願いしたい。 李

暁燕さんの１年３ヶ月のおつきあいの懇親会も予算に入れてお別れの会をしました。

永原源八郎広報委員会委員長：（代） 石丸幹夫会報委員長：私の信念としては会報がしっか

りしないとクラブはだめになる。会員の進歩は情報が根源です。やめていくのも例会欠席での

情報不足の現象です。この恐るべき現象は やむなく？欠席してもクラブの情報がしっかり伝

達される事です。例会、会報、ホームページの３段階で情報を流しています。特に例会の事は

「例会便り」になるべく忠実に詳しくその流れをそのままで記載しています。ホームページし

かりです。これは韓国姉妹クラブでも見てくださっています。情報・広報とは先ずクラブ会員

に 100 ％、そして外にも積極的にですが、予算も必要で、なるべく効果的でお金のかからない
方法に頭を絞りたい。 本日の講話は福田ガバナー補佐のロータリーアルバムには話きれない

程の多くのものがずっしりあることを知らされました。（新会員オリエンテーションにも良いかと思います。）

ガバナー補佐総括
福田ガバナー補佐：私の卓話を大変評価してい

ただき有り難うございます。

ロータリーは人と人のつながりが大切で、顔や

名前を覚えただけではだめで、出席しないでは

会員ではないのです。定年はないのですが、出

席が大切です。 出席免除資格は 65 才以上であ
ることで年齢プラスロータリー在籍年数が 85 年
以上あることです。会費免除はありません。

私のロータリー歴は 33 才に自立で、トラック１台の建設会社の仕事のスタートとともに
始まり、青年会議所も同時進行でした。ロータリーを会社や家内にどうして知ってもらえるか？仕事社会に役立っ
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ているか？理解させる事に努力しました。

女性会員は現在６名です。私の大きいイベントは白山石川ＲＣの設立でした。なくなられた藤田清さんと私でや

りました。6 月～ 9 月で 38 名の会員を集めました。地区のお世話はローターアクトがあります。行動を共にしたロ

ータリアンははじめてと言われました。

定款についてですが 手続き要覧は３年に１回かわります。1~27 ページは良くわかるので読んでみて下さい。RI
は勝手に定款を変更しますが、承認義務がありますので守って下さい。例えば４大奉仕が５大奉仕になったりして

います。規定審議委員会は３年に１回開かれ、日本では７月か８月になります。次は 2013 年に新規定がでます。

百万石 RC は活動活発ですが、出席率は数字に出ますのでよろしくお願いします。

行ってらっしゃい 韓国光州へ 8/19（金）

8/19 小松空港にて 撮影 石丸 恭子

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

20112011 年度 韓国 派遣 学生 保護者 ・ホストファミリー 連絡先

今澤 有紀 加畑 映理子 宋 俊栄 （ソン ジュニョン ）前会長

朴 梨那 石川 理子 金 永日 (キム ・ヨンイル )会員

光州からの Mail
今度来訪した学生達礼儀正しく，今まで無事に終わりました。

第１日，王仁博士遺跡地-海南韓半島南端

第２日，順天湾沼地帯-楽安邑城（民俗村）-雙峰寺

第３日，例会参席-国楽（カャグム）体験-市内観光と shopping
第４日，博物館-淳昌コチュチャン村-昌平 slow city 等

食事もコムタン，ビビンバブ，ウナギ定食，蔘鶏湯，ブルゴギ等 色々な韓食を経験させました。加畑さんに炭谷

Ｇ overnor に送る 3710 地区大会挨拶文と招請受諾文を送ります。事務所にお伝えくだされば幸いでございます。（別

左から後列 加畑 映理子さん

左から 今澤 有紀子さん 加畑 映理子さん 石川 理子さん 朴 梨那さん
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に宋有宰さんの mail にも送りました。）南光州ＲＣ会報 2 部ずつ先生におくります。 有難うございます。

8/20（土）今日子供たち連れて王仁博士遺跡地と韓半島最南端まで観光して7時頃Ｈost家庭におくりました。子供たちが

礼儀正しく可愛いですね。）

明日は順天の沼と楽安民俗村をみせてあげます。月曜日は例会の後市内とshoppingです。此方までは僕が、火曜日は博

物館と譚陽竹林公園を千命培とチョウ君が案内します。 朴天學

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 山本政儀金沢大学教授 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。

「正しく恐れる放射線被曝」 山本政儀 金沢大学教授 について
村田祐一

はじめに：寺田寅彦氏の「ものを恐れなさ過ぎたり、恐れすぎたりするのはやさしいが、正当に恐れるのは難し

い」の言葉にもありますように風評に惑わされないように山本政義教授のお話を聞く機会を設けました。９月１５

日の例会には知人友人をお誘いの上沢山の参加をお待ちしています。

以下は質問内容です。

. １） 放射線の基礎知識

アルファ、ベータ、ガンマ、中性子線などの簡単な解説。食べるベクレルと浴びるシーベルトに

ついての解説（内部被曝では何ベクレルが何シーベルト/時間に相当する？など）。

放射線はどのように生物を傷害するのか？

２） 核種（セシウム、ヨウ素、ストロンチュウム、プルトニュウムなど）と上記放射線との関係、

例えばセシウムはベータ線とガンマ線を出す？

そのほか各核種の半減期、生物的半減期、など。

３） 福島原発から放出されたのはどの核種なのか。今後、問題の多い核種はどれどれか？

４） 現在の汚染状況と今後の問題について

汚染地域と広がり：陸上の作物と海産物に与える汚染について、終息の目安は？

５） 過去の放射線汚染とその被曝被害について：

核実験、広島長崎の原爆（特に晩発性健康被害について）、チェルノブイリなどと今後の福島では？との比較。

６） 外部被曝と内部被曝について：

起こってしまった放射性物質のばら撒きにこれから長期間つきあっていかなくてはいけません。そのために内部被

曝（食物や吸入による）の健康被害を最小限にするための知恵は？

６－１）日々の食物の放射線量は簡易放射線（ガンマ線？）測定器（この１０月に１万円少々の機器が発売予定と

聞くが）でどの程度測れるものなのか？測れないのか？

福島原発ではガンマ線以外ではアルファ、ベータ線の内部被曝を起こす核種では 度

何がばら撒かれたのでしょうか？

６―２）チェルノブイリの後、ドイツなどでは食品にどの程度放射性物質が含まれているかが表示され、それを目

安に購入し、大人、子供とに分けて摂取されたと聞きますが、どの程度からは危険度が増すのかの目安（少ないに

越したことはないのですが、年間何ベクレルの摂取ではどの程度の健康被害が予想される）があればご教授下さい。

発育途中の子供たちは大人と違い少量でも内部被曝が将来のがんなどの危険性を増すと指摘されています。一方、

人間の体にはカリウム 40 が約 3700 ベクレル含まれているとの事ですが、これらを考慮すると、どの程度までは無

視できる？できないのか？ご教授ください。

６－３）被曝により生じた活性酸素などからの害に抗酸化作用薬はどの程有効なのか？

例えば：マウス実験ではビタミン C を大量に投与した後に放射線を浴びせると致死率が半減する

実験結果があるのですが。

７） 伊達市、福島市に身内の方がいたと仮定すると、特に子供たちの将来を思い、先生はどのようなアドバイス

をされるのか？お話し下さい。
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世田谷中央 RCの松島美知子会員から

残暑お見舞い申し上げます

急に涼しい日が訪れたり、暑くなったりのこの夏ですが、お元

気でお過ごしのことと思います。

昨年の合同例会では、大変お世話になりました。

さて、当画廊でもお付き合いのある一花（いつか）・中谷隆志

初の兄妹展のご案内です。

しいのき迎賓館にて８月２３日～２８日 午前１０時～午後６：

００

一花は、花や小動物など、とても繊細で動きのある筆致で描い

ています。

気持ち、ほっこりします。

どうぞ、お時間ございましたら、お立ち寄りくださいますよう

よろしくお願い致します。

会期中は、出品の中谷兄妹も来場しているとのことです。

松 島 畫 舫Matsushima Gabou
tel&fax 03-3700-2545
松島 美知子

光州訪問速報

国立光州博物館


