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2016年 1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．ロータリーソング

『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．会長挨拶 若狭会長エレクト：

今日は急遽ご挨拶させていただきます。

魏会長ほか皆さんのご協力で、今現在の会員数は４３名

となりました。また次年度の皆さんの役割を来週の理事

役員会でご相談したいと思いますので、もしご希望があれば適材適所という言葉でよいのかわかりませんが、作成

したいと思います。インフルエンザが流行ってきましたが、私のクリニックではまだ３名と例年なら今頃はもっと

忙しい思いをしています。今日は笠原先生の肺がんについての卓話を楽しみにしております。

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕金沢大学 医薬保健学域 医学系 細胞移植学准教授 笠原 寿郎（かさはら かずお）様

〔入会候補者〕勝山 達郎（かつやま たつろう）様

２）ビジターのご紹介

群馬県桐生ロータリークラブ 前原 勝（まえはら まさる）様 群馬県桐生ＲＣ

前原と申します。高崎市から３０キロぐらいの所にあり、人口が金沢市の 1/4 ほどの小さな山あ

いの市で、絹織物の産地として知られていましたが、今は斜陽産業で街のロータリークラブも勢

いがないということでございます。神社宮司を代々やっておりますが、昨年息子が金沢大学医学

類に入学いたしまして、２年から宝町へ移るため引っ越しの準備のために金沢へ来た次第です。

本日、金沢大学の先生の卓話と、またメンバーの中にもお医者様がたくさんいらっしゃるようで

すので、愚息もなにかの形でご指導いただく機会もあろうかと思いますがよろしくお願いいたし

ます。

金沢みなとＲＣ 鳥毛 ミチ（とりげ みち）様

３）皆出席顕彰 ５ｶ年 川 きみよ 会員

《 食 事 》
４． 幹事報告・委員会報告

大路孝之幹事：来週の例会終了後、理事役員会を開催いたします。

〔委員会報告等〕石丸幹夫会員：本日ゲストのお二人は私の高校の後輩で、大変うれしく思いま

す。勝山さんには ” 入会していただけますか ” とお聞きしたら気持ち良く ”しますします ” と言

われてびっくりして今日来ていただきました。よろしくお願いします。

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
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５． ニコニコＢＯＸ ￥10,000- 本年度￥453,000- 残高￥6,012,074-

魏賢任会長：皆さまこんばんは。笠原先生のお話を楽しみにしています。勝山様、心よりお待

ちしています。

大路孝之幹事：笠原先生、卓話よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：笠原寿郎先生、卓話よろしくお願いいたします。勝山達郎様本当にようこそ、

皆大歓迎です。

炭谷亮一：笠原先生今夜は御苦労様です。卓話楽しみにしています。

藤間勘菊：笠原先生卓話たのしみにいたしております。群馬よりようこそ前原様。ようこそ鳥

毛様、昨日もありがとうございます。

６． 講話の時間

紹介者：炭谷会員 笠原寿郎先生は昭和３６年に福井でお生まれになっており、昭和６１年に金沢大学

医学部を卒業され、第３内科に入局され、平成元年５月に国立がんセンター研究所薬効試験部リサーチ

レジデントとして勤務されております。平成５年には金沢市立病院呼吸器科医長、平成１１年には金沢

大学第３内科講師、平成２４年には 金沢大学医学系研究科細胞移植学准教授・金沢大学附属病院呼吸

器内科 診療科長 臨床教授として現在ご活躍されております。笠原先生は２０歳頃から私の診療所の

患者さんでして、三十何年経ってもこんなに雰囲気の変わらない方は珍しいなぁと思い拝見しております。今日は、

石丸先生・江守先生の弓道部の後輩でもあります笠原先生に興味あるお話がうかがえると思います。よろしくお願

いいたします。

講話：

『 肺癌薬物療法の最前線 』
笠原 寿郎（かさはら かずお）様

今日は「肺癌薬物療法の最前線」 とい

うことで、皆様になじみの薄いお話をさ

せていただきたいと思います。 近年、

癌の薬物療法はめざましく進歩していま

す。肺癌についても同様であり、最近の

治療の動向、問題点についてお話させて

頂きます。肺にできる原発性の悪性腫瘍

の肺癌は、日本人の５大癌のひとつで死

亡数も多く、治りにくく検診で発見され

ましても既に進行していることは稀ではありません。抗癌剤治療

もなかなか効かない。全国の癌患者さんの状態を登録して統計を

とって科学的根拠に基づいた治療をしましょうということを国が

行っており、石川県と全国では大体近い数字ですが、Ⅰ 期＝早期

に見つかる確率が３０～４０％で、病院に来られた時に既に癌が

進行している患者さんが全体の１/４～１/３いらっしゃいます。

肺癌においても早期発見・早期治療が一番大切ですが、高齢の方

の多い肺癌では早期で発見された患者さんの５年生存率は８０％

ぐらいとあまり予後がいいとはいえない。不幸にも Ⅳ 期で見つか

った患者さんの５年生存率は１０％となります。また３０年前ぐ

らいまでは、初めて病院へ行き手術ができない進行した肺癌がみ

つかった場合は４～５ケ月しか生きることができなかった。その後、遺伝子を調べてそれに合う薬で治療すること

によって生きる期間が延びた方が増えた。年間約１０万人弱の肺癌患者がいらっしゃいます。新たな治療法や薬の

開発で質の良い生活を送ることができる患者さんもいますが、薬剤費だけでひと月に３００万円必要となる治療も

あります。今後の課題も多く、今日是非皆さまにご意見・ご指導を賜ればと思います。どうもありがとうございま

した。

点 鐘
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パストガバナーからの手紙

良書探訪「The Catcher in Rye ライ麦畑でつかまえて」J.D.サリンジャー著
炭谷 亮一

昨年末に３０年ぶりに“The Catcher in Rye”を読んだ。

高校を放校となった１６歳の少年の３日間が思春期の心理を繊細な感性と柔軟なタッチで一人称で語られる。本書

の粗筋は以下の様である。

主人公ホールデン・コールフィールド（僕）は成績不良で退学をくりかえし、４つ目の高校も退学となる。別れの

挨拶にいったスペンサー先生にさんざんお説教されて、うんざりの思いで寮にもどる。そこで同室のストラドレイ

ターのデートの相手が、憧れのジェーン・ギャラガーだと知って落胆し、更に作文の代筆をたのまれるのだが、作

文をけなされたものだから、なぐりかかると逆にノックアウトされる。それで寮を出て、自宅のあるニューヨーク

に向かう。ニューヨークに着いたのは深夜。安ホテルにチェックインしてから、ナイトクラブに行ってみたが、心

の虚しさは満たされず、もどったホテルのドアマンに娼婦を紹介されるが、何んにもしないままお金をぼられる。

翌日の日曜日は友達と飲み酔っぱらって、一人でうちへ帰る。両親はいなかったが、妹のフィービーがいて話し込

む。

ホールデンは自分は子供たちがゲームをしているライ麦畑の険しい崖のふちに立っていると思っている。「僕がしな

くちゃならないのは、崖から落ちそうになっている子供を残らず捕まえることさ」と話す。

翌日ホールデンは西部へ行くつもりでいたが、妹のフィービーは旅行カバンを持って一緒に行くと言い張った。「僕

はどこにも行かない」との言葉に安心したフィービーはメリー・ゴランドに乗る。それを見ていて、ホールデンは

泣きたい位幸せな気分になった。いまは療養所でおとなしくしているホールデン。彼が語る３日間の話はここで終

わる。そして行きたくもない学校に又秋にはいやいや行くことになるだろうと。

３０年前に一読した時に比べ、今の方が新鮮で主人公ホールデンの気持ちが、そして思春期の青年のモヤモヤした

不確実でつかみどころのない心の闇に共感出来る。サリンジャーは、ホールデンを主人公にした小説をまとめるの

に１０年を要したと言われている。「ライ麦畑でつかまえて」を脱稿したのは１９５０年であり、１９５１年彼が３

２歳の時に出版され、たちまちベストセラーとなった。

サリンジャーは「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の他に２～３編の小説を書いているが寡作で、「キャッチャー・

・・・・」以降は隠遁した生活を送り２０１０年に死去している。

この一作で世界中で「若者の反乱」と言われる風潮が高まった１９５０年代～１９６０年代にかけては、大人社会

の欺瞞に直面する主人公ホールデンの物語は、若者の間で絶大な支持をうけ、バイブル的な本となった。しかし同

時に教育現場では賛否両論渦巻く大問題となった。全米各地の学校で、不道徳、冒涜的、卑猥な表現などを理由に

禁書となった。１９９０年代になっても、婚前交渉や同性愛、など性の堕落が見られる本書を高校の学習教材とし

て使うことに対して保護者が異議を唱えるケースがたえず、ようやく２０００年に入ったころから社会の風潮に変

化が見られ本書を教材として用いることを可とする気運が出て来た。

２０世紀のアメリカ文学の中で本書程世界中の若者に影響を与え支持された作品は他に存在しない。各国語に翻訳

され実に累計発行部数は６千万部に達する大ベストセラーであり、刊行以来５０年以上経過した現在でも毎年２５

万部が売れていると言う。

最後に１９８０年１２月にニューヨークの自宅ダコタ・ハウスの前でビートルズの「ジョン・レノン」は、マーク

・チャップマンによって射殺された。事件後チャップマンは逃げることもなく、ジョン・レノンのニューアルバム

「ダブル・ファンタジー」を放り出し、パトカーが来るのをそわそわして待っていたと言う、そしてその時読んで

いたのが「キャッチャー・イン・ザ・ライ（ライ麦畑でつかまえて）」だった。原書でも読んでみたが、多分日本語

で一度読んだせいもあるが、非常に容易に読み進むことが出来た。しかし本書は私みたいなジジィの為の小説では

なく若者向けの小説と言える。

2016 ソウル国 際大会及び南光州RCとの合同例会に係る韓国訪問についてのアンケート

〔Aコース ・Bコース 共通〕

①5/29 (日）又は 5/30（月）にソウル 近郊において、韓国・南光州RCとの 合同例会を予定していま

す。(詳細未定）

②概算費用には食事代金・空港からの交通費は含まれていません。

③ホテルのシングル利用をご希望の場合は別途追加料金がかかります。
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〔Aコース〕①2016 ソウル国際大会に参加される場合の入場料は次のとお りです。 ～3/31ま ＄375（約

45,000円）で 4/1以降 ＄440（約52,800円）

②ソウル国際大会の大まかな内容は次のとおりです。

5/27（金） 青少年交換役員大会前会議9：00-17：00

5/28（土） 青少年交換役員大会前会議・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ大会 前会議9：00-17：00

5/29（日） 開会本会議(1回目)10：30-12：30 開会本会議(2回目)15：30-17：30

5/30（月） 第2回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

5/31（火） 第3回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -17：00

6/1（火） 第4回本会議10：00-12：00 分科会13：00 -16：30 閉会祝賀会17時-19時

会 場 ＫＩＮＴＥＸ（京畿道高陽市）

〔 Ａコース４泊５日 〕

5/27（金） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/28（土） 内容未定（ソウル国際大会に参加予定）

5/29（日）

5/30（月）

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 49,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×４泊 105,600

¥計 154,750

〔 Bコース２泊３日 〕

5/29（日） 富山空港12：00発～仁川空港14：10着

5/30（月） 内容未定

5/31（火） 仁川空港9：20発～富山空港11：00着

航空運賃（往復）／燃油サーチャージ／航空特別

保険料／空港税 44,150

概算費用 新羅（シルラ）ホテル ツイン利用のお一人あたり

一泊26,400×２泊 52,800

¥計 96,950

南光州 RC との合同例会について 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、其の時南光

州 RC と金沢百万石 RC の合同例会をいたします。多くの皆様の御出席をお願いいたします。

5/29 (日）又は 5/30（月）にソウル 近郊において、韓国・南光州RCとの 合同例会を予定

南光州 RC 会長宋根鐘ソンクンジョン

李庠根先生を偲んで 村田祐一

先日の雪の朝、裏の用水に小鷺が４羽舞い降

りました。死後に白鳥となって天に翔けゆく

とのヤマ トタケル (日本武尊) 伝説があり

ます。故李庠根先生がお別れに舞い降りたの

でしょうか？

ご冥福をお祈りいたします。

先生は姉妹提携したころは戦前の日本に恨み

を抱いておられ批判的でした。しかし、私た

ちと交流を重ねられるに従い次第に日本と韓国の橋渡しの役目＝民間外交を果たされるに至っています。

大変惜しい方がなくなりましたが、その後遺志を継いで民間外交を発展していこうと思います。世界が平和でなけ
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れば海外旅行も安心してできません。旅行が出来なければ逢って話して相

互理解も深まりません。日本も戦争が出来る勇ましい国になり、いつか来

た道を繰り返していなければ良いのですが....。（1/27寄稿）

節分の豆まき

金沢市東山１丁目の宇多須神

社では 2/3節分祭が行われ

茶屋街の芸子さんが豆をまき

ました。山野市長、二木秀樹

総代 更に森博宮司からの要

請を受けゲストとして落語家

の鶴瓶さんも参加、 昨年よ

り千袋多い４千袋の福豆が用意されました。北國新聞 2016.2.4 朝刊より

2016-17年度ロータリー手帳の御案内

御希望の方は 2/18までに事務局まで

「ｱﾄﾞﾚｽ帳」「年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ帳」「ﾛｰﾀﾘｰ関連資料」付属

送付時期 ５月下旬予定

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://100rc.jp/
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)

昭和 57年 11月 1日（1982）李庠根先生宅にて

クラブ例会予定

2/4 志村恵様 金沢大学人間社会学域

国際学類教授 学長補佐 理事役員会

2/11 法定休日のため休会

2/18 魏賢任 見えざる中国の近況

2/25 赤澤純代様金沢医科大学総合

内科学 准教授 医学博士

3/3 中谷安宏様 石川県立中央病院

免疫感染症科 診療部長

3/10 夏目莞士様 ㈱Dr.link教育事

業部 代表 金沢大学在学

3/17 クラブフォーラム（卓話なし）

5/30（月）南光州合同例会

（ソウル近郊高陽市）

6/2 休会

6/5（日） 日台例会


