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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 炭谷 亮一

「ホーキング博士の本心｣
欧州合同原子核研究機関(ＣＥＲＮ)が７月４日に大型ハドロン衝突型加速器(ＬＨＣ)を使った２つの史上最大

規模の実験で、質量の起源といわれる｢ヒッグス粒子｣とみられる新粒子を発見したとの暫定結果を発表した。

科学者が５０年近く探し求めてきた粒子がついに｢発見｣されたというニュースに、世紀の大発見と世界は興奮し

た。

さてこの宇宙物理学の世界には｢ヒッグス粒子が見つからない方に１００ドル賭ける｣と茶目っ気たっぷりに語っ

た高名な科学者がいる。

それは｢車椅子の天才｣の異名をもつ、英国のスティーブ・ホーキング博士だ。２００８年の秋にもうしばらくし

たらＬＨＣが動き出すと言う頃、ＢＢＣのラジオのインタビューで語った大胆な発言である。ホーキング博士は

この時｢ヒッグス粒子が見つかった時より見つからなかった時の方がはるかにエキサイティング｣とも述べている。

ヒッグス粒子が見つからなければ、物理の標準理論が破綻して素粒子の世界は大混乱に陥る。ホーキング博士は

混沌ともいえるそうした状況の出現を望んでいるかの様に思えるが実はそうではない。ホーキング博士は賭け事

が少なからず好きな人で、過去にも科学のイベントが何か起きそうになると友人と賭けをして楽しんでいる。最

も有名なエピソードはブラックホールをめぐる賭けだ。ホーキングは友人と、はくちょう座Ｘ－１にブラックホ

ールがあるか否かで賭けをした。ホーキングがはったのは｢ブラックホールは存在しない｣ほうだった。だがブラ

ックホールが見つかり、友人に雑誌１年分をプレゼントすることになった。１９９０年のことだ。

ホーキングはブラックホールの専門家だ。なのになぜ負けたか、実はホーキングは賭け好きであると同時に、賭

けをする時には自分の予想とは逆のほうに掛け金をはる癖があったのだ。事実彼の著書にはこんなことが書いて

あった。｢もしブラックホールがないと分かれば私の研

究は無為に帰す。だから、そうなっても、賭けに勝った

という慰めが残る様にブラックホールがない方に賭けた

のだ｣と。

そうなるとホーキングのヒックス粒子をめぐる発言も反

対に解釈した方が良い、つまり結論は、ひねくれ者ホー

キングのラジオ番組での発言とは裏腹に、心の内ではヒ

ッグス粒子発見を予想し待望していたのだ。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

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

8/23 金沢心臓血管センター CEO 名村 正伸様

8/30 ピアノ演奏 竹田 理琴乃様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問
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点 鐘
１ SONG 奉仕の理想
２．四つのテスト
３．北山吉明会長 挨拶 ：夏休

みは子供にとって大きな体験であり

まして、米国や韓国からも青少年が

まいりましたが、良い思い出が出来

て良い影響が将来におよぶ事をと願

っています。

ロンドンオリンピックもいよいよはじまりますが、石

川からも沢山選手が出場し、楽しみです。

さて 柳田國男の遠野物語の第 99 話に、明治に三陸を襲った大津波にまつわる話がのっている。津波で女房を

失った福二という男が、女房の幽霊に会うという話である。この福二は実在の人物で、その３代あとの子孫が、

今回の津波で同じように、家を失い、母を失っている。柳田國男は民話の収集を通じて、人の魂はどこへ帰って

いくのか、を追い求めていた。そして柳田は魂は自分の田畑がみえる山の上に降り、残された家族を見守ってい

る、と考えた。

今回の東北大震災で失われた２万近くの魂が、身近にいるとすれば、残されたものたちは死者と生きるた

めにも、その記憶を日々の生活の中で新たにすべきである。「がんばろう」もよいが、命の大切さを新たにし、

同じことが再び起きぬよう、政治をしっかり監視することが死者への供養であると思う。

ゲストの紹介 (韓国交換学生) 朱美宣(チュウミソン)、柳賢芝（ユウヒョンジ)、金서연

(キムソヨン)、金주연(キムチュウヨン)の皆様 (卓話者) 毛利 龍夫 様(金沢刑務所 所

長)、 (アメリカ短期交換留学) 川 拓真様 ABBEY ALEX 様

(交換学生ホストファミリー 加畑 様 石丸恭子（たかこ）夫人

米国留学の川 拓真君の英語スピーチ練習：金沢市や家族の紹介と自分の

趣味など紹介した。

加畑映理子さん 昨年韓国光州へ行かせていただいた加畑です。本年はホ

ームステイのお世話をいたします。よろしくお願いいたします。

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事：10/10 ～ 10/11 の地区大会の出欠をとりますのでお願いします。

左から
朱美宣 柳賢芝

金주연 金서연

ＡＢＢＥＹ ＡＬＥＸ

の皆さんも例会に出席

した

661 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 7.26（木）19:00
出席率 18/35 51.43 ％

６月修正出席率 66.25%
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ニコニコＢＯＸ ¥9,000- 本年度 ¥74,000- 残高 ¥4,150,879-

北山会長：毛利様、本日はようこそ我がクラブへ。卓話よろしくお願い致します。石丸会員：ＡＢＢＥＹ

ＡＬＥＸさん、光州市からの 4人の皆さんＲＣ例会にようこそ。本日は家内も来ました。卓話の毛利様、お

世話様です。炭谷会員：今夜の卓話に毛利様をお迎えして。韓国から 4 人の若者を迎えて。日本を楽しんで

下さい。村田会員：韓国からの青少年の皆様ようこそ。日本の夏を楽しんで下さい。アメリカからのＡｂｂ

ｅｙさんようこそ。毛利様、卓話楽しみにしています。吉田会員:毛利所長さんにはご多忙の中お時間を頂き

当会にお出いただきましたことありがとうございます。本日は宜しくお願いします。

講話の時間
｢刑事施設の現状と金沢刑務所の運営状況について ｣

金沢刑務所長 毛利 龍夫(もうり たつお）様

プロフィール
経歴 昭和 49 年 4 月 1 日 福岡刑務所管理部保安課 採用

平成 20 年 3 月 24 日 大阪刑務所首席矯正処遇官(処遇担当）
平成 22 年 4 月 1 日 姫路少年刑務所長
平成 23 年 4 月 1 日 大阪刑務所処遇部長
平成 24 年 4 月 1 日 金沢刑務所長

多くのスライドで刑務所の現状

や事件後の流れを詳細に説明され

た。

先ず成人の犯罪が発生したら警

察などによる検挙がなされて、検

察官送致を行い、検察庁で受理さ

れ起訴されます。それが裁判所で

受理されたら、そこで公判か略式

かを決めて、公判なら懲役か？

罰金科料か、執行猶予か、保護観

察付き猶予か、無罪かがきめられ

ます。懲役禁錮拘留ならば刑務所

に入れられ、仮釈放や満期釈放まで留置されます。期間は罰

金納付や労役で変わります。仮釈放の場合は保護観察所で指

導されます。

入所したら、処遇調査をして、その要項を策定し、刑の執行

を開始します。矯正処遇としては作業、改善指導、教科指導

があり 余暇活動もあって読書、学習、クラブ活動がありま

す。その他医療もうけられます。

入所受刑者の人員、人口比は 平成 18 年をピークに少し減っ

ており、22 年には人口 10 万のうち、男性は約 24.9 人、女性

は 2.2 人です。年齢別では男女とも 30 才が多く、次いで 40 才

代となります。

刑期は 81.3 ％が 3 年以下で、5 年以上は 6.3 ％です。受刑者の

再入所率は全体では 50 ％以上で、女子にかぎれば 30 ～ 40 ％

です。何回刑務所の入ったかは総数では初回が 43.8 ％で女子につ 61.7 ％です。5 回以上の常連もいて総数では 19.2
％で女子では 6.9 ％です。

出所しても職業がないものがが再入所になりやすいと言うことです。。

処遇調査とは①精神身体の状況 ②生育歴、教育歴、職業歴 ③非行犯罪歴、犯罪性の特徴 ④家族その他の生

活環境、⑤職業の適性及び志向等で、この調査に基づいて処遇、指導を行います。この目標の達成は 6 ヶ月に 1
回評価されます。例えばバイクでひったくりをした人のケースでは「高校中退で健康だが遊ぶ金が欲しくて犯罪

をした。謝罪の言葉もすくなく、社会に出てまじめにするとはいうものの具体性がない。」これには規則正しい生

活習慣で学力、技能を持つ事が必要です。そして罪の重要性を認識させることです。 規則正しい勤労生活、職業

知識や技能をつけて社会復帰に備える事です。釈放の時には作業報奨金が支給されます。

犯罪の責任を自覚をさせ、学問も職業技術も身につけ心身ともに健康な人間にさせることです。

具体的には薬物依存離脱指導 暴力団離脱指導 性犯罪再犯防止指導 被害者の視点を取り入れた指導 交通安

全指導 就労支援指導等があります。教科指導には小、中、高、大学まであります。
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釈放前は特に社会適応のための指導をします。社会奉仕です。例えばＡさんは被害者の謝罪、就労での作業の

大切さ、高校卒業の認定をうけました。

建物は明治元年 旧藩政時代に工事場付設牢屋を廃止し、刑法寮を設置、 明治 14年金沢監獄所と改称、更に
明治 23年石川監獄署と改称、明治 29年鶴間町に新築、明治 33年司法署の金沢監獄署となる。
罪名別の収容比は窃盗と覚醒剤が多く、。年齢は 30代 40代が多い。暴力団関係は約 40％です。
その他の行事は歌謡ショウ等や運動会、クラブ活動、宗教活動もある。

最後に収容室のの様子のスライドがあった。

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）

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2,000～3000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

.
お世話いただいた方 韓国の青少年の事 有り難うございました。全会員で協力を！

①小松空港へのお迎え、ホームステイ、市内案内や食事会などご協力有り難うございます。②お忙しくて、宿泊、

付き添いなども無理であった方には 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

－－日程－－
25(水) 金 川 上杉（迎えのみ）石丸(迎え)宮永

(AM)10:55 小松着 金沢への道で昼食(9名) 13:30 野田山墓地へ(韓国の偉人の墓参り)

14:30 ホストの家 休養 17:30 加畑家へ迎え小松からの移動 金

ホストへ 金 →大倉家 、加畑家 加畑家迎え → 藤間 川さん →川家

大倉家は大倉さんが日航まで送迎

18:00 夕食 子供6人 藤間 吉田 杵屋 キムセジン その他有志

場所：日航ホテル『ガーデンハウス』会員：4000円 子供はクラブから

藤間 →川家 →加畑家(出席者の中の誰か)

26(木) 金・上杉 川(PM宮永 （朝のみ）井口9:30 ホストへ迎え 10:00 忍者寺・兼六園・金沢城

12:30 兼六城下町 TEL:210-811113:30 兼六園下・観光物産館もしくは東山 その後日航ホテルへ （夕食）

（上杉さんのお孫さん参加） 朝)大倉家は、忍者寺集合 加畑家へは上杉、川家へは宮ホテルから大倉家－大
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倉さん迎え 加畑家→加畑、川家－川 ホスト 金姉妹 大倉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

27(金) 金・藤間 上杉・吉田9:30 ホストへ迎え 10:00 ガラス工房(120分程度) 昼食どこかでランチ

14:00 浅野太鼓(体験ワークショップ 30分程度) 移動

※時間があれば卯辰山工房(40分)TEL:251-7286 16:30 如来寺 18:00 鐘つき体験 18:15 ホテル金沢へ

夕食 子供6人 金・藤間・上杉27(金) 金・藤間

ホストへ迎え 朝 加畑家 －上杉 大倉家 －金 川家 －藤間

ホテルインへ 上杉、金、藤間 ホテルから 加畑家、上杉家 －上杉・金 川家 －藤間ホスト

金姉妹 上杉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

28(土) 金・川 9:30 ホストへ迎え 10:00 日航ホテル玄関で川会員と集合 一日 能登お祭り観光、水

族館など 17:30 日航ホテル前で解散 夕食は各ホストで対応 朝 金、川

日航までの28(土) 金・川

ホスト 金姉妹 上杉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

29(日) 金・上杉 宮永､加畑(AM) 川(PM) 大倉さん石川さんお子さん2名9:30 ホストへ迎え

10:00 日航ホテル前で集合 ※金 車へ荷物移動 買い物など、近くでランチ 午後 自由 一度それぞれの

ホストへ戻り、パッキング等 朝 加畑家へ金 上杉家 –上杉 川家 －宮永

上杉家 －上杉 、 川家・金家 －金

ホスト 金姉妹 上杉家 朱 柳 金家

ALEX ABBEY 川家

17:40集合 送別会さくら花火『さくら花火』 18:00会費:4000円

30(月)

上杉・川・金 9:00 ホストが小松空港まで送る 12:00 小松発上杉・金

地区大会ご案内 クラブから
国際ロータリー第２６１０地区大会が１１

月１０日（土）・１１日（日）に、

富山大手町ロータリークラブがホストで開

催されます。多数ご参加くださいますよう

お願い致します。尚、11 月 15 日(木)の例

会は地区大会の振替となるため、例会はあ

りません。

◆ 11 月 10 日（土）13：00 ～ 14：50 指導

者育成セミナー

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、

地区役員・地区委員長

会長、幹事、次期会長、次期幹事、五大

奉仕委員長

◆ 11 月 10 日（土）15：00 ～ 17：15 本会

議Ⅰ

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、地

区役員・地区委員長、会長、幹事、次期会

長、次期幹事、五大奉仕委員長

◆ 11 月 10 日（土）17：30 ～ 19：30 RI 会長代理ご夫妻歓迎夕食会

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、地区役員・地区委員長、会

長

◆ 11 月 11 日（日）13：30 ～ 17：40 本会議・記念講演

18：00 ～ 19：30 大懇親会 出席対象者：全会員、ご家族

大会登録料：会員 １１,０００円（内クラブ負担 5,500 円） ご家

族 8,000 円

※ 会員の大会登録料は上期のｸﾗﾌﾞ会費に含まれておりましたので、

集金はありません。

※詳細はパンフレットにてご確認くださいますようお願いいたしま

す。

※ 別紙出欠通知書にて出席される部分に出欠の連絡をお願い致しま

す。
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７月 31日までにご返信願います
韓国光州よりの青少年の金沢訪問も終わり 小松空港に送る

－－－南光州－金沢百万石ロータリー青少年交流事業も終わる－－－

炭谷ガバナー事務所の任務も終えて

夏の華 打ち上げ花火

炭谷亮一ガバナー 幹事 副幹事 有田さん みなさんご苦労様でした。2012.7.26

小松空港にて 2012.7.30

中川・炭谷の両ガバナー事務所で 4 年間、有田さんご苦労様


