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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『 奉仕の理想 』

四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶 こんばんは

毎日 災害のニュースが途切れない毎

日です。何もないことにも感謝するこ

とが必要という気持ちになります。

さて、昨日 8/3 米山奨学会の 研修会で、米山奨学生の方

々の研修で感じたことですが チームワークゲームというものをしました。そして 過程には 壁にぶつかるよう

になっています。その時こそ 相手にピースをわたし、相手を思うことで 早く仕上がるつくりになっています。

なかなか仕上がらない時、ここ数年すぐにあきらめ だれかのせいにする若者が増えたように思っていましたが、

留学生はあきらめない。一生懸命最後まで、やり遂げようとしていました。米山奨学生から ハードルを越えよう

という気持ちの大切さを教えてもらいました。

さて、今 私たちのクラブのハードルは 事務局のことです。昨日をもって事務局の三宅さんが退職しました。

私と幹事で送別ランチをしてきました これで三回連続の送別ランチです。

会長となった 最初は無難に 楽しく活発な一年を無難に過ぎればいいと思っていました。しかし ここにきて

このハードルを米山奨学生のように しっかり 超えていこうと 決意しております 幸い当社の事務の者も協力し

てくれています。今 できる事はすべてやっています。いろいろ 削減できる作業もあるかと思います しっかり

それをチェックして、9 月より新しい事務局にお願いできるように 体制を整えています。

そして 一年かけて効率的で事務局に無理のない体制を作りたいと思いますのでよろしくお願いします。

今 お願いしたいことは 会合やイベントに対してのご返事をしっかり返していただきたいということです 事

務所にいって これほど 返事がないとは思いませんでした。事務局の変わりはどうなるのか などの対応につい

て 幹事からご説明します

クラブの皆さんと一緒に チームワークで乗り切っていきたいと思っていますのでよろしくお願いします

ゲストのご紹介 石川県赤十字血液センター所長 塩原信太郎 様 献血推進係長 加藤昌宏 様

米山奨学生 楊 立山様

ビジターのご紹介 なし

米山奨学生 楊立山様 挨拶：今晩は 御報告ですが、現在論文を書いています。漆の事をして先

生になりたいと思っています。難しいががんばります。

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

井口千夏幹事： ただ今会長もいわれましたが、クラブの現在のハードルは事務局問題です。現在

不在ですが、電話と郵便は会長の方に転送となっています。次は出欠ですが、地区大会の指導者育成

セミナーの出欠を席に回しますのでお願いします。返事は本日中です。 本日 例会後は理事会があり

ますのでよろしくお願いします。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0750 2014.8.28

．

第 753 回例会

ホテル日航 3F
8/21（木) 19:00

例会出席率 56.75%
宍戸紀文 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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上杉輝子国際青少年委員長：先日ホームステイに来られた韓国の少年の感想文のメールがきました。

今週の会報の 4 ページに男子の分がのっています。ぐっと来るものがありました。大人になったら百
万石 RC の会員の様になりたいとも書いてありました。本当に子供達は感銘を受けた様でした。しっ
かり継続しなければいけないと思いました。

江守巧 会員組織副委員長： 軽度知的障害の方の応援をして下さい。話を聞いてあげて

下さい。

パンフレットをくばります。

「僕の話を聞いて下さい」H26.7.1 かずま

「一緒に話そう」9/13土 18:30～ 21:30
野々市情報交流感カメリア 2F ホール椿にて

ニコニコＢＯＸ ¥9,000-- 本年度¥106,052- 残高¥5,556,566-
宮永会長:塩原先生本日はよろしくお願いします。 井口幹事：塩原先生ようこそ百万石へ 本日の

卓話よろしくお願いいたします。 北山会員:ようこそ塩原先生 久しぶりにお話うかがいます。よ

ろしくお願いします。 炭谷会員:塩原先生今夜は御苦労様です。 永原会員:塩原所長様 本日は

ようこそ暑い中百万石 RC においでくださいまして感謝致しております。卓話よろしくお願いしま
す。 藤間会員:ようこそ塩原先生 卓話楽しみです。

講話の時間 塩原 信太郎（しおばら しんたろう） 様

講師紹介： 昭和２４年５月１８日 ６５才 本籍地 長野県

石川県 赤十字血液センター所長 金沢大学医薬保健学域保健学類臨床教授

骨髄移植の基礎研究と治療法の確立に持続的に従事してきた。

趣味：図書館めぐり、アイススケート、アユ釣り、ハーフマラソン挑戦中

講話：『 血液事業の最近のトピックス 』
（要旨） 歴史のあるロータリーに呼んでんでで頂きありがとうございます。北山吉明先生

とは同期生です。38 年間医者をしていますが、血液を専攻しました、白血病、再生不良性貧
血のような不治と言われた病気の研究をしてまいりました。輸血用の血液や製剤も以来大分

進歩しました。これまで白血病ですと 10 年でなくなられましたが、現在は 50 ％の方が社会に復帰されいます。そ
の中には最高 200回の輸血を受けられた方もいます。
安全な血液を提供する。安全な採血、しっかりした検査、提供には 24時間体制です。県内では年間 5万人㋨採血で
す。

クリーンな血液や血液製剤を提供するため、特にウイルスの検査は大切

で、PCR 法で DNA の増殖をやり、検査します。また本人の確認もしっか
りします。採血時の初流血液の 25ml は除去して皮膚常在菌の混入をを防
ぐなどの注意もします。今では日本の血液は世界最高に安全であるいわれ

ています。

HIVウイルスについて： 感染して間もない時期の微少なウイルス発見は

抗体もなく大変難しいことです。これまで様に 20 人分をまとめて検査し
ていたのでは希釈されて検出が悪くなりますので一人づつ即ち１本毎に検

査する事になりました。そして DNA 増殖をやります。安全性は
格段に上がると思いいます。

50 年前は血液と言えば売血が多く、肝炎がでる事が多かったの
ですが、今では献血で非常に安全になりました。

今後の血液事業の課題は少子高齢化で人口の減少と共に若者の献

血が少なくなる。iPS 細胞での血液の製造などがありますが、現
在は 400ml の血液をつくるのにプールいっぱいほどのメディアが
必要で、今後の発展が必要です。又拒絶反応のない iPS 細胞を見
つけることも重要です。

私共の血液センターは日本海側では唯一であり採血から製剤製造

まで一貫して行っています。

400ml 献血を若い人にも普及をお願いたします。

点 鐘
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金沢百万石ロータリークラブ理事役員会（議事録）

１．開催日時 ２０１４年８月２１日（木）、例会後２０：００から

２．場 所 ホテル日航金沢 5F
３．議 事 録

（１）昨年度の決算について宮永会長から説明があり、承

認された。

会員１名の増があり、入会金・年会費が予算に対し、

収入増となった。

今後、経理の簡素化を図るため、「預り金」を一般

会計に編入するとともに、「百万石基金」と「特殊

積立金」を一本化することが承認された。

（２）高崎 RC との交流について、来年３月の北陸新幹線金
沢開業を契機に

今年度相互交流することが了承され、実行委員会を立

ち上げて推進することに決定した。

実行委員長に藤間会員、副委員長に金会員、大路会員が就任すること了承された。

（３）地区補助金については、補助承認された旨、会長から報告があった。

８月２６日（火）、法島児童会館においてパソコン設置を行うこととなり、藤間会員、宍戸会員、大路会員が

立ち会うことを確認した。

（４）事務局不在の対応について、意見交換がされた。９月１日から事務局職員１名採用の予定であることや、前

々任の村木さんに金沢に来ていただき、新採職員に事務要領等について引き継ぎしていただくことになって

いる旨、会長から報告があった。

新採職員の負担軽減のため、全員で協力することとし、議事録作成は大路会員が担当することとなった。

（５）北 RCとの合同例会開催（９月２５日）に関し、参加費について協議し、会員個人負担が７，０００円/ 人、
クラブ負担が３，０００円/人とし、会員以外 （会員家族等）については個人負担を８，０００円/人、
クラブ負担を２，０００円/人とすることを決定した。

（６）その他の議題として、クラブのホームページに関し、石丸会員から提案があった。その内容は、ホームペー

ジを会員に見てほしいとのこと。またレンタルサーバー方式に改め、過去の情報について多くの情報が検索

できるようにしたい旨であった。レンタルサーバー方式導入には、さほど経費がかからなく、前向きに対応

することとなった。

例会講話講師の件 一件 議事録 作成者 大路 孝之

南光州（クァンジュ）RC日本青少年交換プログラム後の感想文（日本語訳） 続

＊金ジュヨン学生 ヨンチョン中学校 3学年 推薦:金ヨンイル会員様
金ジュヒョン 女 16歳

ロータリーを通して,今年また日本を行ってきました。
一昨年に一度送って下さって 行けないことと思った日本に今年またこのように行くようになっ

て、たくさん期待されたしリナ,リコ,ナツキ,アミ,ヨー子,レンなど日本の友人らをまた会える期
待感に日本で一日も早く行きたかったです。

そのように日本に到着して,金沢をまた訪問するようになったし今回はスミヤ先生家で留まるよ
うになりました。

初めてだと とてもぎこちないことと思ったが、お父さんお母さんのようで気が楽だったし朝か

ら夕方まで私どもにたくさん神経を使って下さいました。

それで別れる前に感謝するという言葉を使うことを伝えたかったが とても時間が迫っていたし朝で気が動転して感

謝するという言葉を伝えられなくて、たくさん残念でまた会えると必ず一度さらにお目にかかりたいです。

そしてナツキ,アミ,リナ,リコーは この頃勉強するのにたくさん忙しいと聞いたが最終日アミとナツキに会って

大変うれしくてうれしかったです。

たとえリナ,リコーを会えないで空しかったが後ほどまた会えると良いし見たいと 切に言ってあげたいです。

そして金沂秀前会長様も一昨年と今年、私どもをとてもよく取りまとめて下さってさらに気楽だったし、日本語も

たくさん学びおいしい食べ物と日本の色々な文化をまた接しながら、また一昨年とは違った感じに行ってきたよう

で非常に興味があったです。

最終日見た爆竹遊びは本当に忘れることができないほど綺麗で、ユカタも着てみて本当に良かったです。

ユカタも韓国民族衣装に劣らず可愛くて着るのが難しいという点も習ってきました。

ユカタをプレゼントして下さったご両人は本当に忘れないことで一生大事に保管しようと心しまい込み、私どもは

何もして差し上げれないで申し訳ありません。

後ほどまたお会い出来れば必ずもっと上手くやりたいです。



- 4 -

日本をまた行って懐かしかった友人 3 人に会って金沂秀前会長様にもまたお会いしてうれしかったし、たとえ親し

くなれなかったがアサヒもたくさんうれしかったし、そこ行ってまた見て新しくおあいした人々がとても良かった

です。

また会えるならば必ずまた会って笑いながら挨拶したいです。

ありがとうございます。

2014 年 7 月 31 日金ジュヨン

＊イ・カヒョン学生 大成女中学校 3 学年 推薦 ウオルソン イ ヒョンソン会員様
李佳賢 Lee Ga Hyun 女 15歲 中 3 年(李珩善會員)

しばしば行ってみた日本だったが、今回今回の旅行は本当に目新しい経験になってくれた。

見慣れない日本人と 5 日も共に過ごさねばならないとは!
一週間前から簡単な日本語会話を準備して読んでみて初めて会えば先に何か話しかけなければな

らないだろう？,挨拶をどのようにしなければならないだろうか? のようなささいなこと一つ一

つ悩みながら準備していた。

コンニチワ、ヨロシクオネガイシマス

おはよう。

よろしくお願い致します

そのようにかなり長かった準備期間を終わらせて ときめいて膨らんだ心と少々の恐れを抱いて小松空港に到着し,
そこには私を待っていて下さった金沂秀先生と私たちと一緒にお過ごしになる家族の方らがおられた。

本当に明るい笑いで私たちを喜ろこばして下さる姿に少しあった不安が消えたようだ。

日本で最も記憶に残った思い出を選ぼうとするなら 多分 21 世紀博物館に訪問したのと超大型花火を見たこととい

うだろう。

美術展興業を夢見ていて美術館展示に本当に関心が沢山あった私に 21 世紀博物館での展示会を見るのはあまりにも

良い経験になってくれた。

朝起きて,準備を終えて今日はどこへ行くかもしれないと思いながら,移動している間 到着したところはまさに

Leandro Erlich の展示をしていた 21 世紀博物館だった。

インターネットにだけ見た作品らを私が直接見るようになるとは!
そのように作品らを観覧してその他にも多くの作品を見るようになったのにまだ私の携帯電話写真など中に残って

いる作品らの写真を見れば気分が良くなる。

次に花火とすれば、どこの大きい祝祭に行って一二度は見せてくる爆竹や北京オリンピック開幕式の時 TV で見た

爆竹らがすべてだったが金沢で私がみた爆竹は本当に比較にならないほど美しかった。

大きい花火遊びだったためか席を移動しながら見たほかは老若男女が着物を着て私達と同じ方向に向かって歩いて

いて金沢の人々がみな出てくることと分かった。

そんなに途方もない人波を突き抜けて 私たちの席に座ってみた花火は本当に言葉が出てこないほど綺麗であった。

小さい爆竹から本当に大きな爆竹まで世の中の色々な爆竹らが一同に集まっているようだった。

中間にトラエモンもようの可愛い爆竹も見られたのにとても可愛かった。

爆竹を見る間は感歎詞だけ吐きだした

来て。

ウワー。

最高だ。

ウワー。

ずっとこうやって夢中であった。それだけ本当に美しい花火だった。

この 2 種類でなくとも本当に良い思い出らが多いが、二つが最も私の頭の中深々と残っている。

また一番記憶に残ることは日本の食べ物らであった。

本来食べ物を選ばない私だが,日本食がとても美味しかったことと記憶する。

ケーブルカーに乗って山へ上がって昼食を食べるようになったが、立ってソバを食べた。本当に汁から面までま

ずいのがないほど完ぺきだった。

高く上がって少し寒かったのにその寒気をなだめる汁の味.本当に本当にそのソバはおいしかった。

その次に出てきてジュヨンが同じルームメートになってスミヤ先生とサチコおばさんの家で留まったのに毎朝サチ

コおばさんが用意された朝は私の腹をいっぱいにした。サンドイッチからすしそして日本式カレーまで毎朝を楽し

い気持ちで食べた。

それでなくとも花火を見に行く前食べたオコノミヤキとヤキソバは本当に美味しかった。

オコノミヤキに腹がいっぱいになり、ヤキソバをたくさん食べる事ができないでまだ一で残っている。

このように 5 日間の日本旅行は終わりがおりるようになった。

5 日の間、私はあまりにも良い人々に会ったし良い思い出を積み重ねた。

5 日間泊まらせて下さったスミヤ先生とサチコおばさん、そして少しの間だが会ったがナツキとアミ姉さん、出て

きて 5 日間共におしゃべりで夜を明かしたジュヨンそして旅行中ずっと楽しくさせたソ・ユンが,そして可愛い末っ
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子ソヨンとその他男子学生ら.
本当に楽しい旅行だった。

2014 年 7 月 31 日イ・カヒョン

＊チェ ソヨン学生 ヨンチョン中学校 2 学年 推薦:崔チャンイン会員様
崔韶允 Choi So Yoon 女 14歲 中 2 年(崔彰仁幹事)

こんにちは私は日本に交換学生で行ってきたヨンチョン中学校 2 学年チェ ソヨンです。

私は日本に行く 2 ～ 3 日前から日本語を習って,興味深く元気に行ってこなければならないと

決心していました。

一緒に行く姉さん、兄さん、弟、友人らと保護者なしで飛行機に乗るというのがこわくて恐

ろしかったが私どもは幸いなことに事故なしで日本によく到着しました。

日本空港に到着すると金沂秀前会長様と私どもと 4 泊 5 日を共に送ってくださったスミヤ先

生の奥様と皆さんが私どもを歓迎して下さいました。

韓国語で”会えてうれしいです。”という意を持った‘オアイデキデウレシイデス’という会

話を使って、このように私たちの日本旅行は始まりました。

私たちは 4 泊 5 日間日本 3 大庭園中一つの兼六園と金沢城公園、金沢 21 世紀博物館など名所らを歩き回りながら、

日本といえば浮び上がる食べ物、寿司とタコヤキなどを食べたし,四か目の日にはユカタをプレゼントされて、ユカ

タを着て花火祭りに出て行きました。

花火祭りが終わってソヨンと私が留まったクワタサンの家に行った時はクワタサンとそのお母さんそしてクエタサ

ンと友人が屋上で小さなパーティーをしていて、ソヨンと私は共に座って、英語先生のクワタサンと英語とすこし

の日本語で中学校の学級数はどれくらいなるのか、韓国の首都ソウルと私のうちはどの程度の距離なのかなどのさ

さいな対話らで笑いをかもし出しました。

私たちは昨年に交換学生にきたアミとナツキを会ったし、アミが生活する寺に行って願いを祈る鐘を打ちました。

日が暑かったが、団扇を頂きすがしく過ごしました。

最後の日,コマツ空港で韓国を離れる時とても惜しかったがアミとナツキ,ナツキ弟レンが次の年度に韓国にくるとい

う話を聞いて,次にきっとまた会うことを約束して私どもは無事に各自、家に帰りました。

今回の交流プログラムは家族と共にする休息のような旅行でなく、多くを学び感じられた意味深い旅行だったよう

です。

これから私は勉強して疲れる時、または何かに大変な時、この日幸せだった時を考えながら耐え抜くでしょう。

このような有益な体験を可能にして下さった私の家族とロータリーに感謝申し上げながら,次も機会になったらその

時は日本語をたくさん実らせて、英語でない日本語でコミュニケーションをしたいです。

ありがとうございます。

2014 年 7 月 31 日 チェソヨン

＊金ソヨン学生 ヨンチョン中学校 1 学年 推薦:金ヨンイル会員様
金서연 Kim Seo Yeon 女 13歲 中 1 年(金永一會員)

私はロータリークラブを通して,日本に行ってきた金ソヨンです。

初めて日本に行った時,またどんな家でホームステイをするかという気がして、とても気になっ

ていた。

昨年と一昨年にもそうだったようにホームステイを受け入れられる方々は優しかったし、また私

どもを配慮して下さる姿が印象的でした。

私どものために私どもが理解できない難しい英語単語はやさしい単語に変えて、私どもに言って

くれたその細心な配慮までも私どもにはとても印象的でした。

日本に行って感じた点を表現しようとするなら”親切だった””よく接待された”という言葉以

外にはできません。

理由が何かといえば あそこある言葉通り日本の現地の人達は私どもに多くとを下さりまたなさりました。

現地の人らはとても優しくて、また情が多いようです。私どもがホームステイ一した家では私どもが飛行機に乗り

に行った時、私どもにさよならと家の前まで見送ってくださいました。

私は常に日本に行く時ごとにときめいて またどんな人々に会って気持ちが通じ共に笑うのかを先に考えるようにな

ります。

それだけ私は日本に好意を持っていて これ以上日本を嫌いではありません。

今の私には”日本”という単語は世界にあるどこの国らの名前より親しみある名前のようです。

後ほど機会にあったら 私になじんだ'日本'という国にもう一度さらに行きたいです。

ありがとうございます。2014 年 7 月 31 日金ソヨン

（翻訳：石丸幹夫
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NPO子ども夢フォーラムに IT機器を贈呈
金沢百万石ロータリークラブは、８月２６日、NPO 子ども夢フォ

ーラム（代表：高木眞理子）に対し、老朽化したパソコン更新する

ため最新のパソコンとプリンター各１台を贈呈・設置した。

子ども夢フォーラムでは、子どもからの電話相談件数が年間約６,
０００件にも及ぶことから、パソコン等の更新によって作業能率が

あがることになる。

新パソコンは、これまでのパソコンに比べ、画面も大きく見やすく

（１７インチから２２インチに）、また各種機能が充実した。

子ども夢フォーラムの高木代表は、「今回の IT 機器の贈呈により、
相談記録や各種データ集計の効率化が図られるとともに、チラシ作

成やニュース発行をタイムリーに行うことができるようになる。」

と感謝された。 （地区補助金の利用）

出席者 NPO子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子

金沢百万石ロータリークラブ 藤間 勘菊 上杉 輝子 武藤 清秀 大路 孝之 宍戸 紀文

（記事：大路孝之副幹事 写真：武藤清秀理事）
会員消息

稲山訓央会員 長崎みなと RCにて演奏

長崎みなと RC のホームページより 週報 1640 号 2014.8.5 お世話になります。 先日は、稲山様には当クラ

ブにご来訪頂き、誠にありがとうございました。 さっそくですが、当クラブ 週報をお送りさせて頂きます。 今

後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

～長崎みなとＲＣ 事務局 濱屋～

パストガバナーからの手紙 187回

歴史の裏事情その２ アインシュタインの一断面 炭谷 亮一

20 世紀最高の科学者、そして世界中で大人から子供まで知らぬ者がいない程の超有名人である、アルバート・ア
インシュタイン。しかし負の実像は恐れ多いのか、敬意を表してか、マスコミは全く伝えていない。むしろ偉人と

してのイメージを守る為、不都合な事実を隠匿して来た感すらある。ずばり負の実像としての一断面を記述するこ

とにする。

彼はある時マスコミに「相対性理論」について次の様に語っている。「熱いストーブに 1 分間手を当てていると、
まるで 1時間くらいに感じられる。しかしキュートでチャーミングな女性と一緒に 1時間座っているとどうだろう。1
分間にしか感じられない。これが相対性理論だ」とアインシュタインの一断面が垣間見られる、何んともユーモラ

スな例えをしている。

世紀の天才科学者の一断面は無類の女好きだった様である。アインシュタインは生涯二度結婚している。最初の妻

ミレーバは大学の同級生で、科学の研究を進める上でのパートナーとして、後の「相対性理論」のもとになる重要

な会話を交わしていた。そして二人は愛ゆえに今日流行の「できちゃった婚」そのままだった。当時は大スキャン

ダルであり、就職にも差し障る為、彼は生まれた子供に会うこともなく養子に出してしまう。なんとかスイス特許

局に就職し、双方の両親の許しをもらうと、二人はめでたく結婚する。自分の研究の理解者であり、心の支えとな

る人生のパートナーを得て、物理学に関する重要な論文を次から次へと発表するのだが、妻ミレーバにとって不幸

な生活が待っていた。もちろん世紀の論文を書く為、アインシュタインは何もかも犠牲にして研究に没頭し、彼は

全く家庭を顧みなくなった。ミレーバは家事と二人の息子の育児に追われ、研究のパートナーにもなれず取り残さ

れていた。しかもその後にファンレターを送って来た人妻と浮気する様になり、ついにミレーバは「仕事が忙しい

とうちには帰ってこないくせに、よく浮気する時間はあるのね」と怒り心頭、二人の関係は悪化のスパイラルに陥

っていった。

妻は全く家に帰らないアインシュタインに「しばらく会っていませんが、まだ私の顔を覚えていますか」とアイ

ロニーに満ち満ちた手紙を書き、その後身勝手なアインシュタインとの生活に絶望し疲れ果てた結果、離婚に応じ

ることにした。そして離婚の条件としてアインシュタインは、慰謝料として受賞出来るかどうかもわからないノー
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ベル賞の賞金をすべて渡す約束をしている（大した自信にびっくり）。

糟糠の妻と別れ、7 年間不倫関係にあったバツイツの子持ちの従姉妹エルザと再婚したが、ノーベル賞受賞で時

代の寵児となったアインシュタインは「一度は偉大な世紀の科学者に強く長くハグしてもらいたい」願望の女性達

とエルザに隠すことなく正々堂々と浮気三昧の日々を送った。当クラブの女性会員からお叱りを受けることは重々

覚悟の上で、私は言いたい!!アインシュタインにとって女性達との逢瀬は疲れた頭脳を癒し、回復させ、更には新

たな発想の源となったのではないかと考えている（オイ炭谷!!人生そんなに甘くないとの声もあるが?）。二度目の妻

エルザは超有名人の妻であると言うプライドの為だけにじっと耐え、エルザは死ぬまで離婚せず、仮面夫婦を続け

たのだった。

マスコミからの一般的な結婚についてのコメントに、アインシュタインは以下の様に答えている。「結婚とは、偶

然の結果を長続きさせようとする、成功の見込みのない企てです」と語った発言後、例のアインシュタインの有名

なペロっと舌を出した写真の様なポーズをとったのではないかと考えている。彼は理論物理学者らしく、自己の不

倫行動の正当性を主張する為の論理を展開している様に思えてならない。大天才だから許される妄言であろう。

日本人の好きな、世界の天才の中でアインシュタインは堂々第 1 位にランクづけられている。アインシュタインが

特許庁時代に表した「人が成功するため」の方程式は以下である。

A ＝ X ＋ Y ＋ Z
（成功）（仕事） （遊び）（沈黙）

RI2610 地区地区大会案内 10/4（土）～ 10/5（日）
■本会議 Ⅰ：10/4（土）高岡市民会館 参加対象者： 地

区委員、会長・幹事、次期会長・幹事、五大奉仕委員長

■本会議 Ⅱ：10/5（日）高岡市民会館 参加対象者： 会

員・家族、米山奨学生、交換学生

■ 大会の夕べ ：10/5（日）ホテルニューオータニ高岡

参加対象者： 会員・家族、米山奨学生、交換学生

※ １０月９日（木）は、地区大会に振替のため、通常例会）はありません。

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 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
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

クラブ例会予定 2014-2015 年度
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


