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2015年 12月のロータリーレートは１ドル＝ 120円 2016年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

金沢百万石

Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう
2015～ 16 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI会長

「ロータリーを楽しむ」

国際ロータリー第 2610地区 2015-16年度ガバナー柳生 好春

「楽しく活気のあるクラブを目指して」 金沢百万石 RC 会長
魏賢任

点 鐘

１．国 歌 「君が代」

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

２．四つのテスト

３．魏賢任会長 挨拶

１２月に入り久々に日航ホテルで例

会をさせていただきます。今月１名

の新入会員が正式に決まって４３名

になりました。上田会員のご都合で

入会式は来週行います。また紹介者の私宛に、ＲＩ本部より文書とバッジが届きました。目標の

５０名まで７名となりまして、あとちょうど７ケ月ありますので、ひと月１名新入会員があれば目標達成できます。

姉妹クラブの高崎ＲＣからいただいたバッジをいつも着けていまして、増強のことが常に胸にあるということで意

識をしています。ぜひ我々の仲間になるような方を推薦していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

１）ゲストのご紹介 なし

２）ビジターのご紹介 金沢西ロータリークラブ 会長 新谷鎮夫様 幹事 中村雅代様 副幹事 高橋 功様

新谷会長：何年ぶりかでメーキャップをさせていただきます。今日は中村幹事、高橋副幹事ともども、

この鐘の音を聞きに参りました。また、こちらの例会の和やかで愛に包まれているという、その雰囲

気を味わいに参りました。以前に比べ会員数も増えていらっしゃるようですし、私達のクラブは現在

５１名の会員ですので、ひょっとしたら追い抜かれるかなという思いがします。２０周年に向かって

益々のご繁栄をお祈りいたしましてご挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願いいたします。

《 食 事 》
４．幹事報告・委員会報告

大路孝之幹事：来週 12/10 例会終了後、今年度の理事役員会を開催いたします。 来年５月２７

日～６月１日の期間中韓国ソウルで国際大会が開催されます。明日文書を送付させていただきます

ので、参加を希望される方は 12/8（火）までに事務局へご連絡をお願いいたします。なお、2610
地区の募集人数が先着５０名のため、ご希望に添えない可能性もありますことをご了承ください。

また期間中、南光州ＲＣとの合同例会が企画されるかもしれませんので、そのことも視野に入れて

ください。以上、急なご連絡で申し訳ありませんが締切日厳守でお願いいたします。

石丸幹夫会員：過去にソウルであった時には新潟から小松を経由してソウルへ２００名程がチャ

ーター便を利用しました。地区は日台等で忙しいということなのでしょうか。

宮永満祐美会員：「ロータリーの友１２月号」に日台ロータリー親善会議のことが掲載されてお

ります。式典部会長をさせていただいておりまして、今後、登録についてのご連絡があるかと思

いますが、そのほかに受付・ご案内を皆様にお願いすることもあるかと思います。来年６月５日
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は是非空けておいていただければ有り難いと思います。日程は「ロータリーの友」をご確認ください。

稲山訓央会員：稲山ゼミで石川県より高齢消費者被害対策寸劇の委託を受けています。最近は”上京型詐欺”の被

害が金沢でも報告されています。新幹線開業により新しい詐欺手口がうまれていることを学生を通じて案内させて

いただいていますので、ご家庭や職場でお話いただければと思います。

５． ニコニコＢＯＸ ￥ 13,000- 本年度¥355,000- 残高¥5,448,074-
金沢西ＲＣ会長・幹事・副幹事：金沢西ロータリーから会長・幹事・副幹事でかねのねを聞き

にきました。よろしくお願いいたします。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。若狭会長エレクト、武藤次年度幹事、年次総会よろしくお願

いいたします。金沢西ロータリークラブの新谷会長、ようこそ当クラブの例会にご出席をいた

だきました。

大路孝之幹事：西ロータリークラブさん ようこそお

越し下さいました。

宮永満祐美会員：12/1 アートショップ月映（つきばえ）

がオープンしました。皆さまのご協力ご支援ありがとうございます。

６ 年次総会 『 次年度理事役員の承認について 』

進行：魏会長

① 次年度の理事・役員案の発表 若狭 豊会長ｴﾚｸﾄより

② 次年度会長エレクトの承認 ”上杉 輝子会員が承認さ

れました”

③ 次年度理事・役員の承認 ”承認されました”

若狭豊次期会長：ロータリークラブが決して嫌いにならないように、仕

事との両立がはかれればいいと思います。ロータリークラブ

では奉仕のことをよくいわれますが、私の中では奉仕という

言葉でくくれないものをライフワークとしています。のんび

り構えていましたが、現実のものとなってきました。皆様の

お力添えを得てこれから魏会長の後を引き継いでいきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

上杉次期会長エレクト：刻々と近づいてきている実感があります。お

受けした以上は命をかけて力のある限り、皆様に応援してい

ただけるような人間に今からならなくてはいけないと思って

おります。各方面から色々なお歴々がお見えになるかと思い

ますので、素晴らしいといわれるように一致団結して行えれ

ばいいと今から夢を描いております。具体的なことはチーム

を作って、総勢４３名のチームと思って２０周年を若狭年度の時から魏年

度の今から頑張って参りたいと思いますので、何卒皆さまよろしくお願い

いたします。

大路次期副幹事：よろしくお願いいたします。

布施美枝子次期ＳＡＡ：先日武藤さんからＳＡＡのお話をお聞きした際、ＳＡＡって何ですか？

という会話をした記憶がございます。稲山先輩、よろしくご指導下さい。なんとか頑張ってみます。

よろしくお願いいたします。

東海林也令子次期クラブ管理運営委員長：今年もクラブ管理運営委員長ということで、うまく

できているのか心配なところなんですが、２年間やった方が上手にできるじゃないかと

いうお話をいただきお引き受けしました。来年はもう少し上手にできればいいかと思い

ます。よろしくお願いいたします。

金沂秀次期会員組織委員長：２年やったら上手にできるというのはその通りで、や

るべきこともわかってはいますが、５足１０足のわらじをはいて、ロータリーの仕事を頑張りきれて

いないという気持ちがあります。来年もよろしくお願いいたします。

2016-17 年度 理事・役員

会長 若狭豊

会長エレクト 上杉輝子

副会長 藤間勘菊

宮永満祐美

幹事 武藤清秀

副幹事 大路孝之

会計 西村邦雄

ＳＡＡ 布施美枝子

直前会長 魏賢任

理事

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長

東海林也令子

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員長

川きみよ

会員組織委員会委員長

金沂秀

広報委員会委員長

宍戸紀文

常任理事 石丸幹夫

吉田昭生

木場紀子

オブザーバ等

パストガバナー 炭谷亮一

パスト地区幹事 岩倉舟伊智
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宍戸紀文次期広報委員長：石丸先生におんぶにだっこで全部していただいているので、少しでも

石丸先生の負担を減らせるよう広報を頑張っていきたいと思います。皆様にもクラブ活動や職業奉仕

の情報提供をしていただいて、それをロータリー以外の方に知っていただけるよう努力をしていきた

いと思いますので、皆様ご協力の程よろしくお願いいたします。

魏 賢任会長：補足ですが、本来ならば特別な事情がなければ上杉年度の次の会長予定者が副会長

になるわけですが、次年度の武藤幹事が予定しております。幹事と副会長兼任というよりも、藤間会員と宮永会員

に副会長の役割をしていただいて、武藤会員には幹事に専任いただき、その次の年度に会長エレクトとにいう人事

ですのでご理解いただきたいと思います。 点 鐘

年忘れ例会のご案内 クラブ管理運営委員長 東海林 也令子 親睦委員長 武藤 清秀

１．日 時 12 月 17 日（木）19:00 開会（～ 21:30 頃） ２．場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ルミエール｣

３．会 費 (1)会員 6,000 (2)同伴者 9,000 (3)お子様（大人料理）6,000 円(4)お子様（子供料理）4,000 円

４．その他 (1)ｵｰｸｼｮﾝに出品される方は、別紙出品用紙を添付の上、当日品物をご持参下さい。なお時間の関係

上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

理事役員会の開催について

日 時 ：１２月１０日(木) 例会後 場 所 ：ホテル日航金沢 ５Ｆ「松・竹の間」 議 件 ：1. 次年度理

事・役員について 2. 東日本大震災被災小学校への図書寄贈の為のﾏｯﾁﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄについて 3. 地区補助金（ラオ

ス支援）について 4. その他

2016 ソウル国際大会の申し込みについて

5/27（金）小松空港発 日本航空（ＪＬ－ 188 ）14：25 羽田空港 発

日本航空（ＪＬ－ 95）19：45 ソウル 着（金浦）22：05
着後：専用車にてソウル市内 （ロッテホテル本館））へご案内 夕

食：未定

5/28（土）朝食：ホテル 終日：大会要項を確認後、スケジュールを検討

します。夕食：未定

5/29（日）朝食：ホテル 終日：2016 国際ロータリーソウル大会 場所／

韓国京畿道高陽市 （韓国国際展示場）夕食： 未定 同 上

5/30（月） 朝食：ホテル 専用車にて空港（仁川空港）へ途中、韓国食料専門店にてお土産も買えます。

ソウル 発（金浦）8：00 日本航空（ＪＬ－９０） 羽田空港 着 10：10 羽田空港 発 12：25（ＪＬ－ 187）
小松空港 着 13：30
★ 上記スケジュールは、基本スケジュールです。

大会当日の内容、前日のスケジュール及び観光・夕食など未定です。

標記につきまして、参加を希望される方は登録申込書（手書可）を添えて 12/8（火）までに事務局へご連絡をお願

いいたします。

なお、2610 地区の募集人数が５０名（先着順）のため、ご希望に添えない可能性もありますことをご了承ください。

また期間中、南光州ＲＣとの合同例会が企画されるかもしれませんので、そのことも視野に入れてください。

以上、急なご連絡で申し訳ありませんが締切日厳守でお願いいたします。

南光州 RC との合同例会についての案

15-16 年度 3710 地区大会は 2016 年 5 月 28 日－ 6 月 1 日の 2016 ソウル国際大会場である KINTEX
（ソウル近郊高陽市）で 5 月 30 日（月）に開催する予定です。国際大会に南光州クラブでは 45 名程

参席し、百万石クラブと合同例会も希望します。

参考 5/29（日）12:00（富山空港）～ 14:00（仁川国際空港）

ソウル国際大会場見学 ソウル市観光

5/30（月） 昼 金沢百万石・南光州合同例会 ソウル市観光

5/31（火）9:20（仁川国際空港）～ 11:00（富山空港）

月と 火の午前のみ 休めばいいので多数の御出席を宋根鐘会長

ソンクンジョン
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パストガバナーからの手紙 245回 2015.12.10
「人体でガンにならない部位」 炭谷 亮一

ごく一般の人達に「人体でガンにならないところは？」との問いに多くの人は「毛髪と爪」との答が返って来る。

正解である。ところが医療担当者の場合には更に一歩踏み込んで「心臓と脳」はほとんどガンにならないとの答が

返ってくる。

そしてええと、一般の人達はそんなことはない、なぜなら心臓も脳も細胞からつくられているからガンにならない

ことはないと考える、では例えば「心臓ガン」になったと言う話を聞いたことのある人はいますかの問いに、そう

言われれば「心臓ガン」の病名は聞いたことがない、つまり心臓はガンにならない ― 少なくとも現象的にはそ

の様である。

前述の毛髪と爪以外すべて人体はガンになる可能性があるという表現は厳密にいうと、正しくもあり正しくもなし

と言うことになる。

人間の一生のどこかで大半の細胞はガン細胞に変わり得るものの、実際にはガンにならない（ないしはほとんどな

らない）臓器や組織が存在する。

正常な細胞がガン細胞に変わるには大前提がある。それは、その細胞が“分裂して分化する細胞”であること。分

化とはいろいろな潜在的可能性をもつ未成熟すなわち未分化の細胞が、分裂をくり返しながら特殊な能力や役割を

もつ細胞になること。と言うことは、細胞がガン細胞に変わるには何度も分裂する能力がなくてはならない。分裂

能力を失った細胞の場合、それはどうやってもガン細胞にならない。

はたして分裂しない細胞なんて人体にあるのだろうか？以外なことに、人体にとってもっとも重要ないくつかの臓

器の細胞は、ほとんどないしまったく細胞分裂しない。それは脳や脊髄をつくっている中枢神経細胞、心臓の筋肉

をつくっている心筋細胞などである。

たとえば心臓の筋肉が心筋梗塞などによって広範囲に壊死すると、それらは決して再生することなく、人の死に直

結する。これらの細胞は、受精卵が胎児へと発達し、さらに小児になるまでに必要なだけ分裂して、繊維質がぎっ

しりとつまった筋肉細胞（筋線維）に分化するとそれ以上分裂する能力を失ってしまう。

一方脳の神経細胞（ニューロン）も、ひとつひとつが数多くの神経線維を伸ばしてたがいにネットワークを形成す

るというきわめて特殊な細胞へと分化しているので、それ以上分化することはできないとされてきた。

しかし、一般の人達は脳腫瘍は脳のガンと認識している、たしかに脳腫瘍は脳のガンではあるが、神経細胞がガン

化したわけではない。

成人の脳は実際にはおもに２種類の細胞、つまり脳神経細胞（ニューロン）とグリア細胞から出来ている、そして

前者は私たちが考えたり記憶したりする時に活動する“本当の脳細胞”である。

脳の中では無数のニューロンどうしが複雑なネットワークをつくり、私たちの記憶はこのネットワークに蓄えられ

ている。

そのため、もしニューロンが勝手に分裂をはじめたら、記憶は混乱し、消滅してしまう。そこで、いったん成長し

ての脳の中にそれぞれの位置を占めたニューロンはそれ以上分裂せず、従ってガン化もしない。

ガン化するのはグリア細胞、つまりニューロンに栄養を供給したり脳細胞全体の形を整えたりといった裏方をして

いる細胞である。グリア細胞は、ニューロンとは異なって脳内の情報伝達には関係しておらず、必要に応じて分裂

・増殖する。

脳と同じ中枢神経系である脊髄も同じで、いろいろな種類の脊髄腫瘍があるが、ガン化するのは神経細胞を取り巻

く細胞であり、分裂能力を失った神経細胞はガン化しない。

とは言え、細胞がいつの時点で分裂能力を完全に失うかは明確ではない。そして少しでも分裂能力が残っていると、

ガン化する可能性はある。

ところで近年、心臓や脳にも心筋細胞や神経細胞のもとになる幹細胞が存在し、わずかではあるものの継続的に置

き換えられていることがわかってきた。つまり心臓や脳にガンが発生しないとすれば、その理由は細胞分裂しない

こと以外にも何かがあるのかも知れない。

最後に以上どれにも当てはまらない不思議な臓器として肝臓がある。成人の肝細胞（実質細胞）は一般に分裂しな

い。しかし分裂能力が完全に失われているわけではなく、必要とあれば分裂を再開出来る。

だから肝臓は、かなりの部分（最大 3/4）を切除しても、すぐに再生する、この働きを利用して生体肝移植がさかん
に行われている。人間と言う生命体は不思議なものである、やはり神の創造物なのかも？
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会員消息

Office .Can Do が新しい事務所を

当社の国際ＮＬＰプラクティシ

ョナーの特徴

①町家の雰囲気を味わいながら

学べる

②休憩時間に作家さんのＡＲＴ

作品を見ることができる

宮永満祐美

2015 ～ 16 役員・理事・委員会

(役員） 会長：魏 賢任 ｴﾚｸﾄ：若狭豊 副会長：上杉輝子 幹事：大路孝之 副幹事：武藤清秀

会計：西村邦雄 直前会長 宮永満祐美

（理事） 東海林也令子（クラブ管理運営委員長） 水野陽子（奉仕プロジェクト委員長）

金 沂秀（会員組織委員長） 藤間勘菊（広報委員長）

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：東海林也令子 副：稲山訓央

親睦：○武藤清秀 二木秀樹 川きみよ 金沂秀 杵屋喜三以満 後出博敏 大沼俊昭 相良光貞 高田重男

辰己クミ 若狭豊 山崎正美 竹田敬一郎 井上正雄 矢来正和 表靖子 野村礼子

例会：（プログラム/出席）○井口千夏 江守巧 宮永満祐美 水野陽子 吉田昭生

SAA：○稲山訓央 西村邦雄 宍戸紀文 ニコニコ：○布施美枝子 宍戸紀文

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討○江守巧 岩倉舟伊智 富山西 RC との交流岩倉舟伊智 藤間勘菊 木場紀子

直前委員長：二木秀樹

金沢北 RC との合同例会 ○二木秀樹 杵屋喜三以満

その他友好クラブとの交流 ○石丸幹夫 藤間勘菊 村田祐一 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長：水野陽子 副：川きみよ

職業：○村田祐一 二木秀樹 井口千夏 若狭豊 永原源八郎 谷伊津子

社会（新世代・青少年を含む）：○永原源八郎 北山吉明 東海林也令子 武藤清秀 谷伊津子

国際：○炭谷亮一 世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ○炭谷亮一 岩倉舟伊智 西村邦雄

描き損じハガキ ○江守道子 米山奨学会 ○藤間勘菊

青少年奉仕 ○上杉輝子 国際青少年交換(日韓など）○上杉輝子 金沂秀 吉田昭生

直前委員長: 北山吉明

会員組織委員長：金沂秀 副：井口千夏

会員増強：○大路孝之 江守道子 石丸幹夫 岩倉舟伊智 野城 勲 宮永満祐美 炭谷亮一

永原源八郎 高田重男 修練 北山吉明 江守巧 石丸幹夫 木場紀子 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：宍戸紀文 広報：○上杉輝子 石丸幹夫 ロータリー情報：宍戸紀文

藤間勘菊 布施美枝子 会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：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、日台親善会議実行委員会顧問 Ｒ米山記念奨学会委員会カウ

ンセラー 炭谷亮一 社会奉仕委員会委員長 谷伊津子 危機管理委員会委員 石丸幹夫 広報委員会委員 藤間勘菊

日台親善会議実行委員会 宮永満祐美 Ｒ米山奨学会委員会委員（米山奨学金/学友会担当）大路孝之

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 大路孝之

クラブ例会予定

12/10 杉本 英宣様

株式会社できる 代表取締役

12/17 年忘れ例会ホテル日航金沢

12/24 休会

2016 1/7(木）18:30 新年合同例会

ホテル日航 4F
1/14 中川耕二様 地質学者

1/21 太田 豊様 雅楽奏者

1/28 笠原寿郎様 金大付属病院

医学博士・臨床教授

5/30（月）南光州合同例会（ソウ

ル近郊高陽市）


