
- 1 -

Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年７月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからのの手紙 ～ユーロ危機脱出法～｢ドイツの決断次第｣ 炭谷 亮一

ユーロ危機が叫ばれている。そしてこの危機が世界中に波及し、80 年前の世界大恐慌の再現が危惧されている。

ユーロ国での唯一の強大な力を持つドイツは、金融緩和や｢ユーロ共同債｣導入にあくまで反対し、過剰債務に

対してＥＵ各国が特別国家基金を創設するとの提案を支持している。

ＥＵ諸国の風刺漫画は、ドイツのアンゲラ・メルケル首相をヒットラーやビスマルクに例えて登場させている。

世界中の経済専門家は、ユーロ導入国 17 カ国の中でドイツのみがユーロ導入の恩恵を受けていると見ている。

｢ユーロ｣は｢ドイツの、ドイツの為の、ドイツの国益｣の為に存在しているようなものであると。ユーロ圏内の

関税を撤廃し、自由貿易の状態で為替リスクもない状態では、ドイツの優れた鉱工業製品は、ヨーロッパ各地で

人気があり、どんどん輸出すれば貿易黒字となり、ドイツにユーロが蓄積される仕組みである。ドイツの一人勝

ち状態だ。

さて、ユーロ危機脱出にメルケル首相が取るべき道は 2 つに 1 つしかない。通貨統合の先にある連邦制だと論

じていたヘルムート・コール元首相の言い分を認めるか、ＥＵの分裂は不可避だと認めるかだ。

ドイツはジレンマに陥いている。連邦制を取れば、いずれはドイツのＧＤＰの８％分ほどの税金を南の周辺諸国

の救済に費りも大きい。だが分裂のシナリオも、ドイツが各国に貸している資金の回収はほぼ絶望的だろう。

やはり最善の方法として財政面の連邦主義つまりユーロ圏合衆国への移行だ。

もちろんそこへ至る道のりには多くの障害があるだろう。それまでの間、世界はヨーロッパで第２のリーマン・

ショックが起きないよう祈るしかないだろう。

ドイツはユーロ圏合衆国にかじを切る以外に方策はないと腹をくくるべきである。なぜならドイツ
企業の輸出の４２％はユーロ圏向けだから。

炭谷ガバナー事務所終了のお知らせ
お蔭様にて当事務所は 6 月末日をもちまして無事に任

務を終了することになりました。直前ガバナー事務所と

して 7 月末日まで同事務所にて残務処理を行なっており

ます。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

7/５ 北山会長所信表明

7/12 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ報道制作局 柴田恭子様

7/19 米山奨学委員長 若野恒彦様

7/26 金沢刑務所所長 毛利龍夫様

8/２ 金沢市立病院院長 高田 重男様

8/９ よしだ小児科ｸﾘﾆｯｸ 吉田 均様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問
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点 鐘
１．国 歌 君が代

SONG 奉仕の理想
２．四つのテスト
３．会長 挨拶 今晩はいよい

よ新しい年度となり、会長としてご

挨拶することになりました。昨年の

会長さんかんじさん後苦労様でし

た。昨日からびっくりするような見

えないヒツクス粒子のお話にはびっくりです。

今月の誕生者の紹介 ８日 村田 祐一 会員 １８日 上杉 輝子 会員 ２０日 若

狭 豊 会員 ２１日 金 沂秀 会員 ２８日 北山 吉明 会長

ゲスト紹介：
（2011-2012 国際親善奨学生フインランド）
石田 郁子 様 金沢西 RC の R 財団 留学生として

写真の勉強にいってきました。（ポリオプラス照明撮影

新入会員 入会式 大路 孝之 会員

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
川きみよ幹事：

① 福島の南相馬

のお菓子を北山会

長からいただきま

した。月 1 回一年

間例会に出します

ので召しがって下

さい。北山吉明会

長の寄付による東日本震災の応援

です。②会員増強おねがいします。

③地区大会は 11.10 ～ 11.11 富山国際会議場でおこなわれま

す。多くのご出席をお願いします。

炭谷亮一パストガバナー：ガバナー事務所は 7 月いっぱいでしめますが、ラオス関係は岩倉さ

んの事務所におきますので継続します。

ニコニコＢＯＸ ¥27,000- 本年度 ¥27,000- 残高 ¥4,103,879-
北山会長：一年間よろしくお願いします。 石丸会員：新しい北山年度、又お世話様です。今年は会員

倍増で頑張りましょう。まず大路様よりスタートですね。 岩倉会員：北山新会長以下執行部の皆様、

一年間宜しくお願いします。大路様、入会を心より歓迎申し上げます。石田様ようこそ。 上杉会員

：今年度も楽しい百万石RCに北山会長を中心に一致団結で頑張りたいと思います。 魏会員：皆

さん、こんばんは。一年間ありがとうございました。北山会長、川幹事新年度宜しくお願いします。大

路先生、ようこそ百万石ロータリークラブへ、心より歓迎しております。公私共に宜しくお願いします。

金会員：北山会長、川幹事今年一年お願いします。皆さん、一緒に盛り上げましょう。 木場会員:西

村会長、魏幹事お疲れ様でした。北山会長、川幹事の新年度を祝して。 炭谷会員:北山丸の出航を祝し

て。車椅子のスティーブ・ホーキング博士はヒッグス粒子が発見できない方に百ドルかけて負けたそう

です。 土田会員:長らくお休みしました。金沢市国際交流課さんからの依頼でロシアのイルクーツクの

中学生男子2名がホームステイに来ます。観光案内などする予定です。(孫の送り迎えに忙しいです。）

西村会員:北山新会長これから一年よろしくお願い致します。 藤間会員:今日から北山年度が始まります。よろしくお願いいた

します。大路さん、ようこそ心より歓迎致します。石田さん、ようこそ。 水野会員:西村前会長、魏前幹事、一年間お疲れ様で

した。北山会長、川幹事、今年一年よろしくお願いします。 宮永会員:新年度、北山会長、川幹事よろしくお願いします。 村

田会員:北山会長･川幹事、一年間宜しくお願いします。西村前会長･魏前幹事、ありがとうございました。 吉田会員:新しい年

度の初めに当たり役員各位の疲に対し感謝致します。本年度も宜しく。

ようこそロータリーへ

新 入 会 員

大路 孝之 様
OOJI TAKAYUKI
会員 No79

入会 H24.7.6（2012）
S25.8.31 生 男

職業分類：大学理事

金澤美術工芸大学

事業所住所 〒 920-0942 金沢市小立野5-11-1

自宅住所 〒 921-8063 金沢市八日市出町487

推薦人 炭谷亮一 藤間勘菊 杵屋喜三以満

宮永満祐美

658 回

湯ホテル日航5Ｆ

2012 7.5（木）19:00
出席率 24/35 68.57％

５月修正出席率 76.23%
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講話の時間 「新年度 所信表明」 北山吉明会長

昨年度は、我がクラブ始まって以来の、大きなイベントが相次ぎました。まずは、炭谷亮一会員の 2610 地区ガ

バナー就任、そして、一昨年から連続して担当した、４つの大きな行事を成功裏に終えたことでした。クラブ員

全員が力を合わせて支えた炭谷ガバナー体制、そして少人数クラブにもかかわらず成し遂げたイベ

ントの計画と実行は、我がクラブに貴重でかけがえの無い財産を残しました。そして、我がクラブ

は飛躍的な成長を遂げたと思っています。

さて、本年度も昨年度に引き続き、大きな行事が２つ控えています。ひとつは、2013 年１月９日

に開催予定の金沢８ロータリークラブ新年合同例会のホストクラブ役です。そして、もうひとつは、

2013 年４月２５日開催の、クラブ創立１５周年記念例会です。いずれも、多くのロータリアンや関

係者の参加があるものと心得て、楽しく有意義な会となりますよう勤めなければなりません。

さて、今年１年間のクラブ運営方針について述べたいと思います。本年度は、従来のクラブ運営

を基盤としながらも、改変できる部分については、いろいろ変化をもたせてみたいと考えています。

まず、第１はロータリー活動の根幹を成す奉仕の精神を発揮する具体的対象として、東北大震災の被災地、被

災者をあげたいと考えています。この大震災は、かつての第２次世界大戦と同様、日本人の精神基盤と生活基盤

を大きく揺るがす大きな出来事でした。しかも、両者とも原子力が途方もない破滅的な状況を造りだしていると

いう点で、共通しています。戦争も大震災も国家の存亡に関わるものです。そこからの復興と二度繰り返しては

ならないという反省は全ての国民が忘れてはならないものです。

いつも心のどこかに被災地と被災者を思いやり、良い国を再興するため、本年度は幾つかの機会を捉えて東北

大震災に関わっていきたいと考えています。

具体的には、クラブの諸行事の中に大震災関連事項を盛り込んでいきたいと考えています。まず、月１回、被

災地のヒト、モノ、出来事に触れた卓話をお願いし、奉仕の意識を継続するとともに、これを通して、ロータリ

アンとして何が出来るかを、それぞれの立場から考え、実行に移していきたいと思っています。

第２は、｢魅力あるロータリーとは｣について考えていきたいと思います。伝統として守るべきもの、時代の要

請にあわせて変えるべきもの、それを実際に体験してみようと思います。そして、若い人が入会したくなる、入

会してみたらとても幸せになる、そんなロータリークラブづくりの土台を築けたら、と考えています。具体的に

はクラブの情報を積極的に発信すること。メイキャップを行う、受ける、会長自らが行動し、真剣に考えていく

ことにします。

以上、本年度はこのような２大重点テーマを掲げて頑張っていきたいと思っています。なにとぞ皆様のご理解

とご協力をよろしくお願い致します。

点 鐘

低線量被ばくは大丈夫って、本当？ 村田祐一クラブ管理運営委員長：

原発の危険から子どもを守る北陸医師の会：世話人吉田均

「100 ミリシーベルト以下でがんなどが増加するという明確な証拠は得られていない」。複数の学会のホ

ームページに書かれている。安心してよいのだろうか？

ネイチャーの論文によると、ギリシャではチェルノブイリ事故で胎内被ばくした幼児は、被ばくしなか

った子に比べ白血病になる確率は 2.6 倍も高かった。ギリシャはチェルノブイリから 1,200km も離れており、事故

後 1 年間の被ばく線量は平均 2 ミリシーベルトだったとのこと。福島の比較的線量の少ない地域に相当する。

6 月 28 日京都で低線量被ばくに関する国際会議（チェルノブイリ－フクシマ～ドイツの経験から学ぶ）

が開催され、仲間の大浜和憲さんと 2 人で参加した。「学会」か「ネイチャー」か、いずれが正しいか学ぶために

・・。

インゲ・シュミッツ・フォイヤハーケさんの話では、オックスフォード大学の小児がん調査で、妊婦の X
線写真（1 枚 2 ～ 4 ミリシーベルト）の枚数に比例して小児がんのリスクが増えたとのこと。また、広島の原爆被

害者の調査では 100 ミリシーベルト以下でもがんが増え、自然放射線ラドンでも肺がんが増加したとのデータも

示された。1 つの細胞からがんが発症するので、どんなに少量の放射能でも影響はゼロとは言えないとのことであ

った。

セバスチャン・プフルークバイルさんは、ドイツの小児がん調査について話された。以前から原発の周

辺で白血病が多いのではないかと懸念されており、1992 年と 1998 年の 2 度にわたり全国調査が行われた。しかし、

いずれもそのような証拠はないという結論であった。

ところが、話はこれで終わらなかった。ケルブライン氏がデータを見直したところ、原発周辺 5 以内で

は 5 歳未満の子どもで白血病が増えていたのである。調査に当たった研究者たちはこの結果を認めざるをえなか

った。原発を推進している政府も困り果て、3 回目の調査を行うことになった。立場の異なる 12 名の専門家が任

命され、その一人がセバスチャンさんであった。そして公平かつ厳密な調査方法が立案された。結果は明白であ

った。5km 以内では白血病になる確率が 2.19 倍、10km では 1.33 倍と高く、いずれも統計学的に信頼できる結果で

あった。

ところが信じがたいことに、論文の結論は「結果はそうであっても、放射線が原因であると断定できな
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い」というものであった。その理由の一つとして、当時の環境大臣は原発の立地計画地でも白血病が増えている

ことをあげた。しかし、その地域レーリングは、汚染度の特に高いグンドレミンゲン原発の風下に位置していた。

彼の指摘は否定されたが、それでも権威者たちの考えは今も変わっていない。スイス、英国、フランスでの調査

を総合しても同様の結果が得られており、偶然で片づけるには無理がある。以上を聞いた私の結論はこうだ：「ネ

イチャー」に軍配！

では、なぜ正常運転で白血病が発生するのだろうか？燃料交換時などに定期的に放出される核物質で障

害が起きるのだろうか？答えはまだ見つかっていない。帰宅後読んだ論文では、胎児の骨髄幹細胞は放射線感受

性が新生児に比べ 1000倍も高いため、微量であっても障害を受けるのであろうと推測している。
この会議のもう一つの収穫はセバスチャンさん、インゲさんの人柄に触れられたことだ。お二人は子ど

もを大切にされる思慮深い哲学者であった。会議で朗読された「親愛なる子どもたちへ」でもそのことがうかが

われた。字数に制限があるためエッセンスだけですが、お伝えしたい。

『私たちは行動を起こそうとしている市民であり、科学者でもあります。

私たちは、ここの自然の美しさに心を奪われています。大きな湖が見え、窓からは濃い緑の山々が見えます。

私たちがここに集まっている本当の理由は君たちです。

私たちは君たちや君たちの子どもたちが健やかに成長することを願っています。

私たちの力は小さいかもしれない。けれども、私たちはこれからもできる限り真実を探すと君たちに約束します。

私たちは諦めないと約束します』

（インゲさんとセバスチャンさんは私たちが翻訳した「チェルノブイリの恐ろしい健康被害」の著者です）

南光州 RC韓国青少年の金沢訪問団について

朱美宣(Joo mi sun) 20歲 女 大學2年 朱炅完（チュヒョンワン）會員 子女
柳賢芝(Ryu hyun ji) 16歲 女 高1年 金熙鳳（キムヒボン）會長 姪
金서연(Gim seo yeon) 11歲 女 小學6年(妹) 金永日（キムヨンイル）會員 子女（去年日本側
金주연(Gim ju yeon) 13歲 女 中1年 (姉) 金永日會員子女 小学生Ｈｏｓｔ）

行程 午 午後

赤字は留学生を自分の車に乗せる会員 前

夕食 米国 韓国

ALEX 金 朱

姉妹 柳

25 小松着10:55 お迎え 金・宮永(午前)・上杉(午後) 子供 金 宮永 川 金 川 川 辰巳 加

水 ・川 (拓真さんALEXさん) その後昼食後 6人 上杉 畑

野田山墓地へ(韓国の偉人の墓参り)宿泊の家に荷物お 藤間 上杉

く 18:00から夕食 ホテル日航2Fガーデンハウス 宋

26 金・宮永 忍者寺・兼六園・お昼 兼六城下町 例会 金 宮永 金 川 川 辰巳 加

木 午後 金・川兼六園下 観光物産館 体験だるま作り 畑

30分程度

東山界隈(川会員アレンジ)その後 日航例会場へ

27 卯辰山工房見学後、ガラス工房、 ホテル 金 藤間 金 藤間 川 上杉 加

金 (8号線のどこかでランチ 浅野太鼓(体験)?)16:30如 イン? 畑

来時 鐘つき体験 その後夕食場所へ 金・藤間 子供

宿泊移動 6人

金・

藤間・

上杉

28 川会員アレンジ 能登お祭り観光 水族館 終日 韓国・ 金 川 金 川 川 上杉 加

土 金・川 加畑さ 畑

ん

米国川

さん

29 午前 買い物 百番街・100円均一など 送別会 金 上杉 川 金 上 杉 川 上杉 ?

日 近くでランチ 午後 自由行動? 金・川 さくら 宮永

18:00 送別会さくら花火 花火

会費制

30 12:00小松発 上杉 川 川

月
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留学生・付き添い会員の食事、入場料 クラブで予算のある限り負担する予定 ７/29は会費制

昼食 1500円程度 夕食 3000円程度 会員がアルコールを飲む場合、自己負担

参加しない会員は2,000～３ 000 円のご協力をお願いします

加畑騎理子 様 09023781927 kiriko0509kbt@docomo.ne.jp

7/11から短期アメリカ 交換学生 1名(川さん受入)が 来沢します。 また 7/25から韓国の青少年 4名 小松

につきます それに合わせて 別紙の通り計画を立てております 皆様 どうぞ ご協力をお願いいたします

アメリカ 18歳 女 ABBEY Alex

短期アメリカ交換学生

受入家庭の川さん 北山会長 藤間カウンセラー 宮永(国際奉仕委員長) でなんとかできる予定です。ただし、
韓国の青少年が到着したら合流します

.
韓国の青少年 送迎について

①小松空港へのお迎え 7/25 10:55 着です。 １人でも多いと、子供たちは嬉しいと思いますので これる方は

お願いします。

②送別会は 7/29 さくら花火です
会費制となりますが 参加できる方はぜひお願いします。 詳しい出欠は来月になりましたら 連絡します。

③歓迎の紙を書いてくださる方いらっしゃればありがたいのですが 、有志募集します。「歓迎・・・・さん」だ

けでいいと思います。

④お忙しくて、宿泊、付き添いなども無理な方には 活動してくれる会員へのサポートととして

2000円から 3000円の援助をお願いします(最低 2000円)予算は組んでありますが毎回活動して時間をかけている
会員が経済的援助もしている現状ですので、よろしくご協力をお願いします。 国際奉仕委員長 宮永満祐美

国際ロータリー会長

2012～ 2013年度国際ロータリーのテーマ
「奉仕を通じて 平和を」 R.1.会長 田中作次

姉妹クラブ新会長

2012 ～ 2013 年度韓国南光州 RC 会長 金熙鳳（キムヒボン）（(株)チョウン

薬品代表）

2012～ 2013年度京都北東 RC
「人のため 自分のために汗をながそう」

会長 足立慶信 （足達歯科医院 院長 ）

2012～ 2013東京世田谷中央 RC 会長 近藤 禎夫（大学名誉教授）

事務所がかわりました。 新電話番号 03-6416-5861

2012～ 2013年度高崎 RC 会長 茂木 晴男（製油製品販売 モギエナジーシステム 株式会社）

例会出席について
親子や大事な友人の不幸でも出席せねばならないのか？ 欠席が当たり前です。しかし実際は本当にロータリ

ーに関心があったり、まじめに（性格もありますが） 出る気があれば、メーキャップや理事会など出席の機会の

方ががありすぎて、欠席する方が不可能です。金沢市内でも８ＲＣあり役員会やなんやかやで、出席になってし

まいます。旅行中でもホテルで例会があったりして、機会はいっぱいあります。 毎日の様にどこかで例会をして

いるのですから。100％出なくてもすぐ 90％にはなってしまいます。 石丸幹夫


