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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年８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 ｢アラブの砂嵐と原発｣ 炭谷 亮一

シリアでは依然内戦が続き混乱状態である。シリア国民は自由を求めて戦っている。独裁者アサド大統領にと

って自国民は奴隷であり、奴隷の生殺与奪の権利は我にありと平気で奴隷（自国民）の殺戮と国土の破壊を繰り

広げている。

チュニジアに始まった｢アラブの春｣はエジプト、リビアに伝播し、私はアラブ諸国も民主化が進むと考えていた

が、その後の一連の動きを見ると、アラブに春が来るなどとポジティブに捉える見方は、アラブの現実がわかっ

ていない人間が考えることであるとつくづく実感させられた。

一連の騒乱は｢アラブの春｣ではなく｢アラブの砂嵐｣と言って良い状態である。お先真っ暗と言える。

長年続いた独裁体制を打倒し民主国家の誕生かと思えたが、西側の我々にとって最悪のイスラム原理主義の台頭

である。

上記の国々で議会選挙が行われ、民意はイスラム原理主義もしくはそれに近いグループの勝利に終わった。一部

の原理グループはイランの様なイスラム法の厳格な実践を求めている。少なくとも以前の独裁政権はイスラム原

理主義とは一線を画し、世俗的な政策を進めて来た。

近代的・合理的社会の構築と言う観点からは｢アラブの春｣によって皮肉にも時計の針が逆に巻き戻されてしまっ

た。

さて日本では毎週金曜日に首相官邸前で｢脱原発｣デモが繰り返されている。

私自身二度、デモに参加ではなくデモを見学した。盛んに｢原発反対｣とか｢原発いらない｣等とシュプレヒコール

を繰り返し騒然とした雰囲気であった。

私はその時官邸のあるじである｢野田総理｣だってデモに加

わり｢原発反対｣｢脱原発｣と叫びたい気持ちであろう、原発

なんかやめられるものなら、やめてしまいたいと考えてい

るに違いない。

しかし現実として大所高所からマクロ的視野から｢原発問

題｣を見た場合、世界中で｢脱原発｣が進めば火力発電に必

要な石油と天然ガスの価格は急騰し、代替エネルギー政策
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

8/30 ピアノ演奏 竹田 理琴乃様

9/ 6 ガバナー補佐訪問

9/13 浅田 正文様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問

9/27 小幡 謙二氏（香林坊 RC
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は破綻するだろう。現に先日の日本政府の発表によれば、今年上半期の貿易赤字は、すでに昨年一年間の赤字を

上回った。石油と天然ガスの輸入増加が大きな原因であることに間違いない。

このままいけば大きく赤字は膨らみ続け、電気料金は大幅に上がり、財政破綻し、税金は更に上がり、企業の海

外移転が進み日本経済にとって大打撃となる。もちろん、我々の現在の生活水準は維持できなくなり、その上社

会保障もかなりの切り捨て、縮小も行われる様になる。そして産業界への電力供給を制限するわけにはいかず、

日常家庭で使用する電力の制限が行われることになるだろう。まずエアコンは自粛、夏はうちわと扇風機、冬は

火鉢とこたつの使用と 50 年前の生活に逆戻りすることになる。完全なる｢脱原発｣政策に舵を切りその結果、快適

な生活を捨てる覚悟が我々国民にあるか私は問いたい。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘 ．
SONG
『それでこそロータリー』
四つのテスト
北山吉明会長 挨拶：福島原発事故で

放射能に汚染された地区の除染が行われ

始めています。国の除染計画は一向に実

行に移される気配がないが、市町村の除

染はあちこちで実行され始めています。

ところが、実際にやってみるとさまざまな問題が噴出してい

ます。そのうちのひとつに除染土の仮置き場問題があります。政府は、除染した町村の一角に仮置き場を作り、

その土中にコンクリート隔壁を作り、土を保管する。それらは改めて 30 年以内に処分する、と言う。その場限り

の対応で、完全に信頼を失った政府の言うことは当てにならないと、地元はこの案に大反対である。といって、

他の府県で受け入れてくれるはずも無い。すべてが、八方ふさがりです。これ以上、こんな不幸が起こらないよ

うにするにはどうしたら良いのか、一人ひとりが真剣に考えるべきです。

ゲスト紹介 ビジターの紹介 (卓話者) 名村 正伸 様(心臓血管センター金沢循環器病院ＣＥＯ)

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

北山吉明会長：川きみよ幹事お休みで、代わりに報告します。 ラオス農

業センターに行かれる中村啓二郎さんの壮行会が 今週の土曜日 18:00 か

らホテル金沢で行われるので、是非ご参加下さい。その時の会費は 15,000
円（食事代 5,000 円と 10,000 円の協力費）です。私は出席しますが、ク

ラブ会員の方も是非お願いします。

川さんの息子さんが短期米国留学しましたが、本日帰国予定です。

木場紀子ロータリー情報委員長（ガバナー補佐）：ロータリーの友 8 月号のクラブバナ

ー自慢に、百万石クラブのバナーがでました。

藤間勘菊ロータリー財団、米山委員長：先日、米山の件で富山に行きましたら、米山奨学生 800 人

のためには本年度と昨年度は 13 億円足らず、26 億の積み立て金を崩しました。次年度からは 700
人分しか用意出来ません。日本の 9 万人の会員が 16,000 円／年でお願いしたいとの事です。 他の

クラブでは会長、副会長、幹事が特別寄付をしているところもあります。このクラブでは西村邦雄

前会長が 2 回なさっています。本クラブでは個人にすると負担が大きいと思いますのでお一人 16,000
円／年お願いします。又奨学生にはこれから卒業後の目的も参考にしたいとの事でした。

ニコニコ Box ¥9,000- 本年度 ¥104,000- 残高 ¥4,180,879-
北山会長：名村先生ようこそ。お話よろしくお願いします。 上杉会員：名村先生ようこそ、い

らっしゃいませ。お話楽しみにしています。 大沼会員：皆さん夏バテしてませんか!? 杵屋会

員：暑い日が続いていますが、久しぶりの出席です。名村先生、お話楽しみにしております。

炭谷会員：名村先生、今夜の卓話楽しみにしています。 西村会員：名村先生ようこそ。卓話楽

しみにしています。 藤間会員:名村先生、お話楽しみに致してます。

講話の時間 ｢ 貴方の心臓、大丈夫ですか？ ｣
名村 正伸 様 心臓血管センター金沢循環器病院ＣＥＯ

紹介： 名村 正伸 ふりがな なむら まさのぶ

S31.1.22 生 南砺市出身（福光） 金沢市新神田 1 －７－９ TEL292-1575

664 回

ホテル日航金沢30Ｆ

2012 8.23（木）19:00
出席率 17/35 48.57 ％

7 月修正出席率 70.00%
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S49 富山県立高岡高等学校卒業 東京大学理科Ⅰ類入学

S56 金沢大学医学部 卒業 S60 金沢大学大学院医学研究科終了

H10 石川県立中央病院循環器内科部長 H21 心臓血管センター金沢循環器

病院 CEO
H23.10 平成 金沢ロータリークラブ入会

所属学会：日本内科学会、日本循環器学会、日本心臓病学会、日本心血管インターベン

ション治療学会、日本冠疾患学会、日本心エコ－図学会、日本心臓リハビリテーション

学会、日本老年病学会、日本医療マネージメント学会、日本心不全学会、日本不整脈学

会、日本糖尿病学会

日本内科学会認定内科医日本循環器学会循環器専門日本心血管インターベンション治療

学会専門医 金沢大学医学部臨床准教授

講話： 「貴方の心臓は大丈夫ですか？」

要旨 天皇陛下やクリントン米元大統領も受けたバイパス手術、松村邦洋さんの一時心停止、北朝鮮の金正日

総書記の急性心筋梗塞での死亡などの心臓疾患の原因は何でしょうか？ 多くの場合心臓の冠動脈の硬化です。

血液供給の不足（心筋虚血）のために心臓の筋肉が悲鳴を上げるのです。

狭心症はそれでも心筋が壊死せずに回復できる状態ですが、心筋梗塞は壊死してしまうわけです。症状は胸痛、

胸の締め付けられる感じ、などで 息苦しい、心窩部痛、背部痛などです。よくみられる環境は食後とか、急に

寒いところへ出る、タバコを吸う、重いものもって階段を上がる、などがあります。

特に高血圧は日本では 3,500 万人以上おり、65 歳以上では 60 ％といわれ、糖尿病は 1,400 万人で治療を受けて

いるのはわずか 120 万人のみ、高脂血症（脂質異常症）は高コレステロールが 2600 万人といわれています。冠動

脈の硬化はこれに肥満、喫煙、ストレス、A 型行動パーン、年齢、男性が関係する条件になります。 A 方行動

パーンとは血液型ではなく、一度にものをやろうとする、絶えず働いていないと気がすまない、苛立ちやすい、

早口、早めしなどです。これらの一つの条件のみでも数倍の危険因子の増加になりますが、重なると 27 倍にもな

りやすくなります。

ではどうしたら早く心臓の動脈の硬化がみつけられるか？それは心臓 CT 検査

です。見つけたら心臓カテーテル検査をします。治療は①薬物治療は血管拡張、

血栓予防のものですが動脈硬化は治りません。②カテーテル治療はバルーン、

ステント治療があり侵襲がすくないし、きわめて短期間の入院ですみ、再治療

が 1-2 割で少ないです。しかし、最近はステントのほうが再発率が少ないので

これがほとんどです。③バイパス治療は心臓を止めないで安全に手術でき、再

治療は 1 割です。

カテーテルも最近は手首の動脈（橈骨動脈）から心臓にはいります。この橈骨

動脈法は 日本、中国が世界をリードしています。

講演後 熱心な たくさんの質問がありました。

消息 ニュース
8/26 市川豊行高崎 RC パスト会長と田中久男副会長が金沢市に来られ、北山会長らと姉妹提携の延長などについて

の相談があった。新幹線開通の年には田中会長となるので、ぜひ継続したい。とのことである。

ラオス農業センタープログラムで 中村啓二郎氏の壮行会

8/25 pm6:00 からホテル金沢にて、

発起人 炭谷亮一 中川可能作 福田裕 柳生好

春 世話人 岩倉舟伊智 富山西 高岡 野々市

白山 香林坊 白山香林坊 小松 金沢百万石の各

ロータリークラブから役員やラオス協力の多く会員の

の出席がありました。

至急！ ラオス農業支援センターの開校式について
９月 28 日にラオス農業支援センターの開校式を行います。参加者を募集しております。日程等に関しまして

は、事務局へご連絡頂ければ例会時に日程表等お渡しします。

（9 月 26 日 22:30 関西空港出発 9 月 30 日 16:00 関西空港到着）

現在のところ、岩倉会員、米山委員長 若野会員(高岡ＲＣ)、炭谷の３名が参加予定です。航空便の座席数に限

りがありますので、お早めにご連絡下さい。炭谷 亮一

白山石川 RC から募金が

手渡れされました。→


