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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 『 我等の生業 』

四つのテスト

魏賢任会長エレクト： 本日は会長さん

がお休みで、私が代行です。先日の地

区大会はお疲れ様でした。実りある大

会だったとおもいます。台風も心配し

てましたが、まあまあでした。皆様今

は季節の変わりやすい時です。お体大切にして下さい。

ゲストのご紹介 〔卓話者〕行政書士 坂本 國正 様 〔米山奨学生〕 楊 立山 様

ビジターのご紹介
金沢みなとRC 相良 宝作 様 陸前高田RC 永田 雄治 様 熊本城東RC 宮田 理恵 様
米山奨学生 奨学金支給とご挨拶楊 立山 様

皆出席顕彰・・・今月対象者なし

スピーチ：〔米山奨学生〕 楊 立山 様 今晩は 近況報告ですが、先週、今週、来週と卓話で

ロータリークラブを訪問しています。

《 食 事 》

幹事、委員会報告： ・
井口千夏幹事：・次回例会終了後、理事役員会の開催 ・８RC 11月・12月の例

会変更のご案内

・「ジャパン・ロータリーデー Ⅱin 東京」のご案内 ・「ロータリー文庫」活

用のご案内

谷伊津子地区社会奉仕委員長： 先日の地区大会での「希望の風奨学金」にご協

力頂きありがとうございました。32 万円弱あつまりました。また廣島の義捐金

も 250 万円近くあつまりました。ありがとうございました。

江守道子会員：先週も御案内いたしまし

たが、パイロットクラブのチャリティコン

サートのチケットよろしくお願いいたしま

す。

１２月９日（火）午後７時開演 石川

県立音楽堂交流ホールにて。出演は藤舎眞

衣さんによる横笛やハープの上田智子さん、稲山会員によるの

こぎり演奏など。チケット前売は２千円。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0757 2014.10.23

．

第 760 回

ホテル日航 5F
10/16（木) 19:00~21.00

例会出席率 21/36 58.33％

９月の平均出席率は67.44％宍戸紀文 SAA



- 2 -

ニコニコＢＯＸ ￥8,000 本年度￥193,002 残高￥5,619,947
陸前高田RC永田様：本日はメークアップよろしくお願いします。

熊本城東RC宮田様：熊本からメーキャップに来ました。よろしくお願いします。

魏会長ｴﾚｸﾄ：皆さんこんばんは。先般の地区大会のご出席の皆さん、お疲れさまでした。

坂本先生のお話を楽しみにしております。

石丸会員：坂本國正様をお迎えしてお久しぶりです。本日はよろしくお願いいたします。

井口会員：坂本様 本日はようこそ、百万石へ。卓話宜しくお願いします。

上杉会員：朝夕はすっかり冷えて参りましたが、皆様お風邪を召しません様に。坂本様

本日の卓話 宜しくお願いします。

藤間会員：先日米山月間で富山西と七尾みなとへ行ってまいりました。七尾へは宍戸さ

んが応援に来て下さってうれしかったです。

陸前高田RC 永田 雄治 様（旅行業） もとは埼玉県の RC でしたが 3 年前から陸前高田 RC
移籍しています。このクラブは 15 名でしたが、3 名がなくなられ、11 名が会社や

自宅をなくされています。現在 17 名です。調べましたら今晩ここで例会があるこ

とをしり、早速、まいりました。

熊本城東RC 宮田 理恵 様（美容業） 熊本からまいりました。熊本城

東RCです。ここもかって水害がありました活火山の阿蘇もあります。姉が金沢大

学で教えていますし、仕事でまいります。またよろしくお願いいたします。

講話の時間
『 交通安全 ひとりごと 』 行政書士 坂本 國正 様

紹介 石丸幹夫

プロフィール：
金沢市みずき３丁目１２７番地 TEL&FAX 076-258-1202

1.出身地 白山市（旧鳥越村）

2.経 歴 元石川県警察官（昭和３９年から４１年間勤務）

○ 在職中の主な役職

・警察本部 運転免許課長〈運転免許センター所長〉 ・羽咋警察署長

・警察本部 生活安全部 首席参事官 （平成１７年 石川県警察 退職）

・大徳自動車学校 校長 平成１７年～２２年

○ 現 在

行政書士資格を取得し、自宅に 「坂本國正 行政書士事務所」

講話：交通安全には事故の死者をなくすことが最も大切です。其の殆どが歩行者

です。しかもお年寄りが多いのです。腰が曲がると本当に視野が狭くなります。

事故の原因の 80 ％は①発見の遅れ 考え事、脇見

などです。②判断ミスいわゆる「だろう運転」急

に子供が走った。③操作ミスらの安全運転義務違

反です。急カーブ等事故を防ぐには まっすぐ、

しっかり、前方集中する事。 相手が止まるだろ

う 渡らないだろうの自己中心的運転はダメ。

技術過信スピード出し過ぎや無理な追い越しは

ダメ。です。

手品披露：氏は何十年も経験を積んでおられ、可成り有名な存在

です。

講話の後、いろいろ見せて頂き、拍手喝采、大いに盛り上がり、

楽しませていただいた。

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 195回 炭谷 亮一

エボラ出血熱の特効薬

西アフリカでエボラ出血熱が猛威をふるっている。ＷＨＯによれば２０１３年１２月２日に最初の患者が発生し、

２０１４年８月１１日までに感染者１９７５人、死者１５９０人となり、致死率は７０％である。

今回が過去最大規模となり、ＷＨＯはエボラ出血熱では初となる緊急事態を宣言した。エボラウイルスは宿主や

発症者の血液や唾液、排泄物などに含まれており、これらの感染源にささくれや傷口、口、鼻の粘膜が直接触れる

と感染しうる。チンパンジー、サル、ゴジラも感染し、ヒトが直接触れると感染しうる。ダニや蚊からの感染は知

られていない。空気感染はない。従って、エボラ熱がインフルエンザのような世界的大流行（パンデミック）を起

こすことはない。エボラウイルスには、数種類あることが分かっており、種類によって致死率に差がある。（２５％

～９０％）実はヒトに感染しても、まったく無害とされるエボラウイルスも存在する。

エボラウイルスに感染すると、ウイルスは急激に大量に増殖する。そこで、人体に備わる免疫が過剰に反応する。

例えば、ウイルスに感染したマクロファージが、血液凝固させる反応につながる血中因子を過剰に出し、全身で無

秩序に血液の凝固反応が起きる。すると、血液の凝固因子が多量に使われ、血管内を循環する量が不足し、出血傾

向にも陥る。また、血管を形作る内皮細胞もウイルスに感染し、血液がもれやすくなってしまう。そこで、口や鼻、

消化器、ひいては全身からの出血が見られるようになるが、出血で死に至るのではなく、免疫反応の“オーバーリ

アクション”が多臓器不全をもたらし、死に至る。効果のある薬が存在しない場合には、どんどん補液（点滴等に

よる）が効果的で、ウイルスが勝つか患者の体力が勝つかで生死は決まる。

今回、リベリアで医療活動にあたっていて感染した二人のアメリカ人は、帰国し、人工的につくった３種の抗体

を混合した未承認薬が投与され、回復したと報じられた。今回は間に合わなかったが、アメリカのテキサス大学医

学部ではエボラ出血熱治療の為の「画期的研究」が進められており、「治療法開発」は間近い。ＲＮＡの研究の進展

による。それはｓｉＲＮＡ（小さな干渉性ＲＮＡ）を用いた非常に有望な治療法を考案し、エボラウイルスに感染

した６匹のサルすべてを救うことに成功した。この治療法は、非感染者（ヒト）による最初の安全性試験にもパス

している。さらに近年（ウイルス）テロを恐れる米国防総省から１５０億円の資産助成を受けた。テキサス大学主

体の共同国研究チームは、エボラウイルスが自身の複製に不可欠な、あるタンパク質を作るのを阻害するｓｉＲＮ

Ａを作製した。また、エボラウイルスが感染者の免疫力を弱める為に使っている別のタンパク質の産生を阻む、も

うひとつのｓｉＲＮＡが細胞の通常の働きを邪魔する危険はない。作用標的となるウイルスタンパク質は、ヒトな

どの哺乳動物の細胞には存在しないからだ。人類の最後の感染症と恐れられた「ＨＩＶ」ですら人類は研究の末、

なんとか封じ込めることに成功した。単にアフリカの一部にたまに発生する、患者数の少ないエボラ出血熱の為、

治療薬を開発しても利益が見込めず気合を入れて研究して来なかったが、十分な資金助成を得て真剣に研究してお

り、効果的な治療薬はまもなく出現する。

米山トピックス
第 2750地区 東京成城新ＲＣ会員の加藤イサム氏から、昨年度、今年度と 2年連続で毎年 100

万円以上の高額寄付をいただき、これまでの寄付と合わせて第 25回米山功労者となられました。
これほど多額の支援をする理由には、韓国出身の米山奨学生・ウ デヨンさんのカウンセラーを務

める間に奨学生採用数が 800 人から 700 人へ縮減された現状を憂慮し、カウンセラーとして少し
でも協力したいとの思いがある、と語ってくださいました。

詳しくは、ぜひ PDF版をご覧ください。
→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight175_pdf.pdf

会員消息

東海林也令子会員の御家族のピアノ演奏記事が新聞にのりました。

北国新聞朝刊 2014.10.15

ピアノ連弾の東海林也令子会員の御子息とお孫さん

会員消息の記事をお願いします。
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茶の湯 について
ともすれば古くさく、

煩雑に見える動作も自然

の理にかなっています。

相手を思いやる心の真髄

が茶の湯です。 細かい

作法や道具は実際経験し

なければわかりませんが、

現代人の洗練されたコミ

ュニケーションのための

運転免許の様なものです。

身につけばかたぐるしい

事はありません。

10/30 は布施美枝子様

を迎えて、茶道の説

明を受けて体験した

いと思います。心得

を知っているだけで

も大変有益であると

思います。

（編集部）

正客

次客

三客

四客右 足

お詰

クラブ例会予定 2014-2015 年度
25 お月見例会

10/2 藤岡 薫 NPO 法人代表

国際環境技術推進協会

地区大会は 10/4 土～ 10/5 日
10/9 地区大会振替休会

16 坂本國正 前大徳自動車学校長

23 白坂重典 日銀金沢支店長

30 布施美枝子 茶道家

11/6 長谷川勉 美容業

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) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏


