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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 地区大会は 10/4 ～ 10/5

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）

ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）

多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
ロータリーソング

『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．宮永満祐美会長 挨拶 みなさん

こんばんは 毎日しっとりした日が続い

ております。本日は 7 月 17 日 7 が二つ

入りますが、皆さんにとってラッキーな日でしたでしょう

か。 ネットで調べると 7/17 は、キャンディーズが 「普通の女の子になりたい」と記者会見した日だそうです。

また、記憶に新しいところでは、2011 年なでしこジャパンがアメリカを下しワールドカップで優勝した、感動の日

でもあります。皆さんにとっては どんな日でしたでしょう。 さて、子供たちのゲームのストーリーが、時代

によって変わっていくという特集がありました。時代によって心の持ち方など、変わるものもあるでしょうし、変

わらないものもあると思います。本日は、三邊先生のメンタルヘルスのお話、楽しみです。よろしくお願いします。

ゲストのご紹介 卓話者 金沢大学大学院脳情報病態学（神経精神医学）教授 三邉 義雄 様

ビジターのご紹介 元米山奨学生 郭 純 （かくじゅんさん）

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

井口千夏幹事： 地区大会の第 1 日は指導者育成セミナーででクラブ役員は出席義務ですが、一般

公開では「日本の再生：地域の役割と文化芸術の力」と題して前文化庁長官の近藤正一氏の講演があ

ります。これは全会員が対象になります。

事務局挨拶
古賀 恵さん（事務局）退職挨拶：

この度、一身上の都合で退職する事になりました。会員は良い

方ばかりで申し訳ない気持ちでいっぱいですが、クラブの発展を

願っています。短い間でしたがありがとうございました。

事務局新任の 三宅磨奈美さんの挨拶：

名古屋大学の研究室の事務を 20 年間してまいりましたが、先

週からまいりまして、かなり大きい組織であることを認識いたし

ました。どれだけやれるか、よろしくお願いいたします。

金沢北 RC 事務局の広沢さんも応援に→

Kanazawa Hyakumangoku
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第 750 回例会

ホテル日航 3F
7/17（木) 19:00

例会出席率 58.33%
宍戸紀文 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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ニコニコＢＯＸ ¥14.052- 本年度¥739.852- 5.508.566-
宮永会長：みなべ先生 本日は宜しくお願いします かくさんお久しぶりです。 岩倉会員:皆様
お久しぶりです 三邉先生の卓話宜しくお願いします。 井口会員:みなべ様 本日はようこそ百

万石へ 卓話宜しくお願い致します。 上杉会員:暑い日々ですが皆様お体大切にして下さい 三

邉先生ようこそ お話楽しみにしています。 金会員： 魏会員：皆さんこんばんは 三邉義

雄先生のお話を楽しみにしています 私事ですが皆様のおかげさまで百番街の菜香楼あんと店を本

日オープンさせていただきました。 北山会員：三邉先生 本日の卓話興味津々です。 炭谷会

員:三邉先生今夜の卓話ご苦労様です。 藤間会員:三邉先生ようこそ 卓話楽しみです かくじゅ

んさん久しぶりです 元気でがんばっていますか。

講話の時間 『メンタルヘルスについてのフリートーク』

金沢大学大学院脳情報病態学（神経精神医学） 教授 三邉 義雄 様

講師紹介： 富山市出身 昭和 28 年生 医学博士

金沢大学医学部卒

1989年 New York州立大学 Stony Brook校精神科
1989年 7月 1日 New York州立大学 Stony Brook校精神科

リサーチアソシエイト（Dr. Rex Y. Wang 研究室）
1991年 6月 1日 富山医科薬科大学精神神経医学教室 講師

2001年 5月 1日 浜松医科大学附属病院精神科神経科 講師

1993年 1月 1日 国立精神神経センター神経研究所 疾病研究第 7 部第 1 研究室 室長

（兼）同センター武蔵病院 医師

2006年 11月 1日 金沢大学大学院脳情報病態学（神経精神医学）教授

（兼）金沢大学病院副院長

神経科精神科診療科長

子どものこころの発達研究センター金沢センター 教授

連合大学院小児発達学研究科 教授

浜松医科大学非常勤講師

2014年 4月 1日 兼務追加 （兼） 革新的イノベーション創出プログラム金沢サテライト長

講話概要：質問と答えで行きましょう
※若い人でも うつ病が増えているようですが、たしかに、「うつ」も国民 5大疾病の一つになりました。
精神疾患に注目が多い現在、これは極端に言えば二人に一人ともいえます。しかし、問題は社会生活が出来るかど

うかが大切です。これは田舎生活と都会生活では可成りちがいます。この経験をプラスに持って行ってほしいもの

です。ある意味では「うつ」になる人はいい加減な人ではない証明かも知れません。patient とは忍耐する人の意味
です。

※ そううつ病は「うつ」から始まります。「そう」はうつの代償的な物で、この方がまわりに大変迷惑をかけます。

※大学生の社会性ですが、勉強が出来ても社会ではパットしない人もいます。自閉症がすべてだめとも言えません。

変わり者も大切にする必要があります。優秀なエリートが現場で馬鹿野郎と言われ退職した例もあります。

※めまいや痛みがうつ病の身体症状として早期発見になります。これが先ずでることもあります。

※うつの人を励ましたらいけないか？ うつの人は責任感が強い人ですが、親しい人に声を掛けて欲しいと言う面

もありますし、親しくなくてもこんな人にまで心配掛けてと戸惑う事もあるようです。

※衝動的犯罪について、犯罪者は病院などに収容しておればありませんが、外へ出ると衝動を抑えられず又犯罪を

起こしてしまいます。覚醒剤、万引き、性犯罪がありますが、学歴も関係します。

※メンタルトレーニング しかし、うつにもならん人間はろくな者はいない。ならない方がおかしい人間である

というプラス思考でたくましく生きる事ですね。

推薦書：「スキになる精神」 医学第 2版（越野好文、志野靖史）講談社

郭 蒓さんの挨拶
お久しぶりです。1 年半前 1 年間お世話になった郭 蒓

です。来年は日本で働く予定です。本日は午後金沢につきま

して、北陸大学へ行きました。8月には香港そしてアメリカに
いきます。皆様の恩恵に胸いっぱいです。ありがとうござい

ました。

米山のカウンセラー藤間勘菊会員と→

点 鐘
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南光州 RCよりの 来金沢青少年名 7/23（水）～ 27（日）
南光州 RC 保護者会員名

金永模會員

韓国青少年受け入れスケジュール
7/23 10:55 小松空港 ランチ 湯の国

の森 夕食 テルメ金沢

7/24 9:00 兼六園 21 世紀美術館 ラ

ンチみずほ 金箔作だ 如来寺 例会

7/25 8:00 立山
夕食 焼き鳥秋吉

7/26 9:00 日舞体験 ランチすしくいね

え 博物館コスモアイル羽咋 夕食ん

まいや 犀川北国花火 20:00 金玄英さん来られず 金ジュヒョンさん 16才（金ソヨンさんの姉）に
7/27 帰国見送り 10:30小松空港 （ステイ先 男子 上杉家 金家 女子 炭谷家 鍬田家）

パストガバナーからの手紙 184回 7月
古代史探訪その 7 「大化の改新の謎」 炭谷 亮一

645 年中大兄皇子、中臣鎌足、軽皇子（後の孝徳天皇）等が謀って、当時の最高権力者蘇我入鹿、蝦夷親子を滅
亡させた（乙巳の変）。そしてその後の一連の改革（唐を手本とした中央集権国家建設をめざす）を大化の改新と呼

んでいる。

私の高校時代の教科書では「専横きわめる蘇我氏に危機感や不満を抱いた中大兄皇子等が、唐の律令制をまねた

大王（天皇）中心の中央集権国家を築くため、蘇我氏を滅ぼした」とある。ところが近年の研究により「日本書紀」

にある蘇我氏＝悪逆非道説に疑問が生じている。更には蘇我氏は古来より渡来人の進んだ文化や技術を吸収して強

大化していった豪族で、国際情勢にも通じていた。唐の国をまねて律令制による中央集権国家の為の基礎固めとな

った制度（屯倉制など）を築いたのも蘇我氏であり、むしろ中大兄皇子等の方が反動勢力だったと言う、真逆の説

が浮上して来ている。

「日本書紀」は中臣鎌足の子孫藤原不比等が権力を持ち出した時代に書かれたものであり、捏造・改竄が多々行

われたと近年指摘されている。内政において中央集権化の過程で、貴族中心の権力構造を志向した蘇我氏の権勢が

肥大化し、それに危機感を抱いた大王（天皇）側が、蘇我氏に対して政治クーデターを起こす一因と考えられ、又

外交において大和朝廷は蘇我氏の台頭以前は、朝鮮との関係では極端なほどの親百済外交を行っていたが、蘇我氏

が台頭してから、新羅や随・唐とも親しくする全方位型外交に転換した。それが「乙巳の変」後、再び親百済外交

路線となり、百済の遣臣の求めに応じて 3万の援軍を送り、白村江で唐・新羅と戦い大敗を喫し、百済は滅亡した。
以上の外交路線の変遷から、中大兄皇子一派と蘇我氏との外交路線の違いがあり、政治クーデターの一因と考えら

れる。これらが「乙巳の変」の真相ではないかと言われる様になった。変の直後に皇極天皇は退位し、軽皇子が孝

徳天皇として即位し、中大兄皇子は皇太子、中臣鎌足を内臣とする新たな政治体制が発足し、新たに「大化」と言

う元号が用いられ、都も飛鳥から難波に遷された。そして教科書の上では大化の改新が行われたとなっている。

大化の改新が実際に行われたとすれば、それは画期的な国政改革であり、日本史上おおいに評価されるべき史実

である。ところが不思議なことに、この改革が評価される様になったのは、改新の詔が発せられてから約 1200 年も
後の 1848（嘉永元）年のことである。紀伊藩士の伊達千広が歴史書「大勢三転考」の中で、初めて大化の改新の重
要性を評価した。それまで大化の改新に注目する日本人がいなかったのはなぜか。この事実は大化の改新が行われ

なかったことを暗示しているのではないだろうか？また「改新の詔」には大宝律令や養老律令と似た部分があり、

日本書紀の編者の改竄の可能性が高く、そのため「大化の改新と言う政治改革そのものが存在しなかった」とも考

えられて来た。

しかし近年、少し風向きが変わりつつある。それは考古学的検証つまり難波宮の発掘が進み、孝徳朝の難波宮は意

外にもかなり壮大な規模であり、従来は大王（天皇）ごとに遷都する位だから、それらの規模はそこそこでそれほ

ど壮麗な王宮ではなかった。ところが難波宮は違う。後の宮都史の出発点となる様な中国的な王宮であった。そう

ならば、それを意識的に造営しようとする政治姿勢づくり、造営を可能にする体制の転換があったはず。つまり大

化の改新の様な大きな国内改革が不可欠である。改革なしには難波宮の様な宮都づくりは始まらない。

現在では孝徳朝から規模の大小はともかくとして、国政改革（中央集権化・律令制度）が始まっていたとする説

が定着しつつある。

総 務 会 長金永一会員
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日本にとっての原発とは その７
今回は志賀原発が作られるにあたっての審査状況についてお話します。

志賀原発１号機を造るにあたっての審査は旧通産省で行われました。担当の２人は本省勤務１－２年目、しかも専

門は土木や建築。班長は土木職で採用されている。担当の男性は「最初は用語もわからず１から勉強するしかなか

った。検証する内容も月１回の顧問会に合わせてめまぐるしく仕事に追われ、就業は毎晩１２時を過ぎた。気分転

換するゆとりもなくあっぷあっぷだった」と当時の感想を述べています。この顧問会とは旧通産省に設置された５

０人規模の専門家会議です。地盤、耐震部門の顧問会は１３人ですが、活断層の専門家は１名でした。旧通産省の

「地盤、耐震部門」責任者は「先生方の合否は求めない。最終的には私たちに一任してください」と発言していま

す。このような体制のもとで志賀原発１号機が承認され造られています。当時の部会メンバーの一人は「専門外だ

と相手にされない風潮があり、わたしは断層関連ではあ

まり発言しなかった」と言っています。今問題になって

いる志賀原発１号機の真下の断層が活断層かどうかにつ

いてしっかり審議検討されたのかは疑問が残ります。本

来ならしっかりと地質調査をして、活断層の有無などを

検討して造るべきですが、重要な地盤調査対象の地層は

既に削り取られていて検証を難しくしています。結論あ

りきの審議会だったのでしょう。なし崩し的に証拠物件

を無くして強引に進められる国策に疑問を感じるのは私

だけでしょうか。

2014.7.24．村田祐一

ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問のご案内
◆ガバナー補佐訪問例会 8/7（木）18:00 ～ 21:00
◆ガバナー公式訪問例会 8/27（木）18:00 ～ 20:00

クラブ例会予定 2014-2015 年度
7/10 坪倉 かなう様 ヴァイオリニスト

17 三邉 義雄 金沢大学医薬保健研究域

脳情報病態学 教授

24 小川 修 小川デザイン事務所 代表

31 休会

8 /7 ガバナー補佐訪問 中村寛二様

14 休会

21 塩原信太郎 石川県赤十字血液センター所長

28 ガバナー公式訪問 永田義邦様

9/ 4 チン・ショウ君

11 竹田理琴乃 ピアニスト

18 佐倉 有紀 佐倉薬局 代表

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 土田初子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報ホーム ページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241 古賀恵 三宅磨奈美

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 井口千夏


