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2017年 5月のロータリーレートは１ドル＝ 110円

金沢百万石

2017年地区大会は 10月 28日（土）29日（日） 加賀ＲＣ

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」 「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー 岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．四つのテスト

２．会長挨拶

皆様連休はいかが

お過ごしだったで

しょうか。私は河

北南ＲＣ２０周年

式典に参加したり、

当番医を務めたり

と充実した連休で

した。今日は久々のオープンロー

タリーです。多数のゲストの方を

お迎えしています。韓国から４名

の学生さんも来られ金会員のご足労でお世話いただいています。今晩一緒に食事をしなが

ら和気あいあいとできればいいと思います。

３．ゲストのご紹介

〔若狭会長ご紹介〕中村 正臣（なかむら まさおみ）様

〔魏会員ご紹介〕 助田（すけだ）様

〔江守会員ご家族〕深澤 祐馬（ふかさわ ゆうま）様 ※ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

〔江守会員ご家族〕深澤 奈都子（ふかさわ なつこ）様

〔江守会員ご家族〕深澤 蓮生（ふかさわ れお）さん

〔江守会員ご家族〕深澤 蒼生（ふかさわ あお）さん

〔江守会員ご家族〕深澤 りり（ふかさわ りり）さん

〔村田会員ご夫人〕村田 順子（むらた じゅんこ）様 ※ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

〔米山奨学生〕 李 紅艶（リ コウエン）さん

例会便り
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写真左からから

〔韓国南光州 RC青少年〕ヤン ジェウオンさん 中３

〔韓国南光州 RC青少年〕ヤン スンヒョクさん 中１

〔韓国南光州 RC青少年〕イ ジホさん 中１

〔韓国南光州 RC青少年〕オム ソンウさん 中３

４．米山奨学生に奨学金の授与

今日からお世話になります 李 紅艶 と申します。

出身は中国・山東省です。現在は金城大学で福祉の勉強

をしています。趣味は読書・旅行・料理です。これから

も色々よろしくお願いします。

５．韓国南光州ＲＣの

青少年へ記念品の贈呈

こんばんは。

私は オム ソンウ です。よろしくお願いします。

（これより金会員通訳）私は交換学生として日本に来ること

ができました。このように呼んでいただき感謝でいっぱいで

す。

《 食 事 》

６．今月の誕生者の紹介

３日生まれ 岩倉 舟伊智 会員

１６日生まれ 布施 美枝子 会員

２２日生まれ 相良 光貞 会員

２２日生まれ 吉田 昭生 会員

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事

①来週の例会場はホテル日航金沢５Ｆです。また例会終了後、「新

旧理事役員会」を開催いたします。今年度と次年度の理事役員の方

はご出席をお願いします。

②先日事務局より送付した「富山西 RC45 周年式典」のご案内文書
の中で、富山までの JR 運賃に誤りがありました。正しくは〔はくた
か〕@2,810円、〔かがやき〕@3,130円です。
また出欠については、本日中に事務局までお伝えください。
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〔委員会報告〕

川きみよ会員：お手許にご案内しておりますが、十世 三宅藤九郎と鈴木大

拙館のコラボイベントがあります。ご興味

のある方は鈴木大拙館に問い合わせてみて

ください。よろしくお願いいたします。

８．２０１１-１２地区大会ホストＤＶＤの上映
※藤間会員より案内

９． 代表者による卓話「ロータリーと私」

武藤 清秀幹事／入会歴約６年

私が入会したのは２０１１年７月です。色々なご縁がありまして入会しま

した。その年の１０月に今ＤＶＤで見た地区大会がございまして、全然わ

からなかったのですが色々皆さんに教えていただいたり、特に宮永さんに

はリモコンのように扱われたという記憶があります。百万石には大変すご

い女性がいるなという強い印象を残しました。その後ＳＡＡ・幹事を経験

し来月からは会長エレクトと、とんとん拍子に出世しています。企業なら

考えられないようなこともこのクラブにおいてはそういう抜擢もありとい

うことです。幹事もあと１ケ月余りになったのですが会員の皆様のご指導とご協力、そし

てとても優秀な事務局のおかげで助かっております。ロータリーに折角入ったということ

で皆さんご存知かもしれませんが、私は国際ロータリーの親睦の会に申し込みました。趣

味として山スキーをしていますので、年間ＵＳ＄３５を払って会員登録したのですが、冬

場に北米で２回ヨーロッパで１回くらいのミーティングが毎年行われております。ですが

全く時間がとれなくて参加できませんでした。これではだめだと一旦辞めたのですが、ア

メリカの事務局からそのシーズンになるとお誘いがきます。単会のクラブとしては居心地

がとてもいいと思いますけど、あまり居心地がいいと新しいことをやらなくなりますので

チャレンジするという意味で、是非復活してもう一度世界のスキー仲間・ロータリアンと

交流したいなと思っています。そのスキー親睦会は”ＩＳＦＲ”というのですが、世界の

ロータリアンが何故そこに結集できるのかと考えますと、単に財力があるとかといったこ

とではなくて、時間のとり方かなぁと思います。日本人の働き方というのはどうしてもそ

ういう時間がとれない、私の事務所もそうですがなんとか時間を捻出してそういう所に出

ていきたいなと思っております。これからも新しいことにチャレンジしていきたいと思い

ますので、入会を考えている方は是非そういう世界もあるということでご検討ください。

ありがとうございました。

井口 千夏会員／入会歴１０年

今ほど懐かしい地区大会のＤＶＤを見ましたが、あの年はエンドポリオ、

ＰＥＴＳ、地区協議会、地区大会と全てを百万石ＲＣがホストをつとめ

た年でした。本当に忙しかったのですが、会員の皆さんが一致団結して

動く姿がすごかったと思います。私が入会した翌年に１０周年の行事が

ありまして、来年が２０周年になります。この１０年の中で強く印象に

残るのは、今日も韓国の子供達が来ていますけれども国際交流事業の中

で、ベルギーと２６１０地区は毎年大学生の交換留学をしており、うち

の娘が大学１年の時にベルギーの学生を受け入れし、２年の時にベルギーに留学をしたこ

とです。中高生の留学と違って大学生はヨーロッパ５ケ国を４週間かけて回って、その間

２週間はホームステイをするというすごく貴重な体験をさせていただきました。やはり色

んな留学制度はあると思いますが、こんなに心配をしなくてすむ留学というのはないかな

と思います。娘は外語大学に通っていたので、その後、カナダにしばらく留学させてたん

ですが、やっぱりロータリーの交換留学は同じロータリアンのご子息・ご息女との交換留
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学なので安心して送り出せたと思います。百万石ＲＣは長く韓国の子供達を受け入れたり、

ラオスの子供達が来たこともあり、国際交流が盛んなクラブだと思います。来年は上杉会

長のもと２０周年を迎えますが、一致団結してともに楽しい一年を過ごしていきたいと思

っております。ぜひご入会をお待ちいたしております。有難うございました。

１０．紹介者よりゲストのご紹介／ゲストより自己紹介

若狭会長：中村さんは中央市場の中のお花屋さんです。先日は薔薇のイベン

トがテレビで紹介されていました。

表会員：以前に中村さんには卓話をしていただきましたが、お仕事にかける

情熱はすごくて従業員思いの好青年です。一番の問題はお嫁さん問題ですね。

中村様：昨年卓話をさせていただきました。㈱正花園という花屋をやっております。３日

後に控えている母の日に、だいたい１２００件くらいのお母さんにお花

を届けるお手伝いをさせていただいています。先月はバラフェアを３２

０品種のバラを集めて開催しました。バラを贈る寄付のお手伝いを通じ

て地域貢献も行っています。パシフィックビーナス、日本丸、コスタ・

ビクトリアなどの豪華客船のお花係りとしての仕事もして

おり、手広くやりすぎかとも思いますが、３８歳なので失

敗もあるかと思いますが、応援よろしくお願いいたします。

魏会員：１８年来の古い友人をご紹介します。後出先生の経営勉強会で知

り合いました。今日のお誘いの電話をした１回目は香港、その１週間後に

はバンコクにいらっしゃって、とても忙しくされています。

助田様：私は大和ハウス工業㈱に勤めております。２年前に一度定年になりましたが、そ

の後に定年が６５歳になったので再開しました。そういった中で今年が

海外に行く機会がたまたま多かっただけで、５月以降は全く予定ありま

せん。ロータリーというと会社の経営者の会というイメージがあり、私

には関係ないと思っていました。今は別の会に入っていまして、自分が

定年になった時に何をしようかと考えた時に何もすることがないと思い

ました。これまで不動産投資や相続対策の仕事を主にしてきており、も

っと知っていただきたいと思い人脈を広げたいと思っています。よろし

くお願いいたします。

深沢様：はじめまして。今回、韓国から来ているジ

ェウオン君とスンヒョク君の受入れを昨日からさせ

ていただいておりまして、その流れで今日参加させ

ていただきました、深沢と申します。よろしくお願

いいたします。私自身は

現在４０歳、東京で生ま

れて千葉で育って東京で

ビジネスをしておりまし

たが、縁あって事業を売

却して妻の実家である江

守家の近くに移住を決め

まして３人の子供と子育て中心の生活を送っているところで

す。これまでは人事の仕事を経た後、採用試験や人材教育分野のコンサルティング会社を

立ち上げました。せっかく金沢に来たので地元に貢献できる場がないかなぁと地元の皆さ
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んと少しずつ縁をひろげていく所から自分なりにできることを模索しております。家族と

もどもよろしくお願いいたします。

村田会員：イ君とオム君、二人の留学生が昨日からわが家にき

まして、 部屋ではひたすらゲームをしています。先程ここで

もゲームをしていたので、金会員から叱られていました。ただ、

とっても良い子達です。よろしくお願いします。

１１．閉会挨拶

矢来会員：今日はたくさんオープンロータリーに参加いただきまして有難う

ございました。ゲストの皆様、木下会員、有難うございました。今後もオー

プンロータリーが続くと思いますけれども、ご協力の程よろしくお願いいた

します。

点 鐘

青少年交換受入学生 南光州 RCより 小松空港にて 2017.5．10（水）

ヤン ジェウオン君 中学３年〔ヤン ジョンス梁正沫会員 大韓自動車工業代表子息〕

ヤン スンヒョク君 中学１年〔 〃 〕

イ ジホ君 中学１年〔イ スンウ李承宇会員現代海上ピチカラム支店子息〕

オム ソンウ君 中学３年〔オム ヒョンゴン厳蛍呻会員シティ建築事務所建築士子

息〕

南光州ロータリー青少年交換プログラム 感想文

中学３年 オㇺ ソヌ

青少年交換のお蔭様で 大変素晴らしい経験をさせて

頂きました。金沢の方達には本当に親切にして頂きました。

立山 水族館 ガラス工房 千里浜等いろんな処へもつれて行ってくれまし

た、自分たちがホームステイをしました 村田さんのご家族には本当に良く

して頂きました。カムサハムニダ。
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中学 1年 イ ジホ

日本はアパートが少なく戸建の住宅が多いので自分の国とは

違った感じがしました。又きちっと履物をソロ減るのは少し

面戸臭いと思いました。自販機もアイスクリームの機戒が有り

とてもめずらしかったです。村田おかーさんが作ってくれた

とんかつカレーがとても美味しかったです。

中学 3年 ヤン ジェウオン

金沢のホームステイの間 大変優しくして頂き楽しかった。

日本の文化と接する良い経験をすることが出来ました。

深沢さんの家でのホームステイ通じ日本の家庭の雰囲気が

大分わかりました。機会が有れば 是非もう一度金沢へ来たいと思いました、

０度の立山は寒かったです。

中学 1年 ヤン スンヒョㇰ

日本に来て最初に思ったことは 金沢の人は皆さん本当に親切でした。日本

がもっと好きになる機会になりました。甚平サメは大きかったです、百万石

の皆様に 有難うの気持ちを伝えて下さい。

カムサハムニダ。

ホームステイの学生達をバックアップして頂いた方達。

ステイ先 村田家の皆様 江守家次女深沢家の皆様

物心両面の応援

石丸 幹夫 大路 孝之 上杉輝子 谷伊津子 江守巧 道子

藤間かんぎく 宮永満祐美 尚この間移動用に村田家の７人乗り

ワゴン車の提供を受け 期間中使わせていただきました。

百万石のすべての皆様 カムサハムニダ 金沂秀会員より

金沢市内ロータリークラブ ５・６月 例会変更のご案内

金 沢：5/31（水）18：00 金沢ニューグランドホテル「夜間例会」

金沢東：5/1（月）休会 6/19（月）休会
金沢西：5/19（金） 5/21（日）浦和東 RC合同例会振替のため休会

6/30（金）18:00～ 金沢東急ホテル「最終夜間例会」

金沢南：5/2（火） 休会 6/20（火）18：30～ ホテル日航金沢「最終夜間例会」

6/27（火） 休会

金沢北：6/22（木）18：30 松魚亭「最終夜間例会」 6/29（木）休会
香林坊：6/19（月）18：30 場所未定「やれやれ会」 6/26（月）休会
みなと：5/2（火）休会 5/16（火）白山比咩神社参拝例会 12：00 6/27（火）休会
百万石：5/11（木）19：00 魚匠庵「オープンロータリー例会」

6/15（木）休会（富山西ＲＣ訪問） 6/22（木）19：00杉の井「会長幹事慰労会」
6/29（木）休会

パストガバナーからの手紙 303回 2017.5.18 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し「はじめに」

今年２月に新聞やテレビで、関西学院大学の英語の外国人講師が２０１４年に福島出身

の女子学生に対して冗談まじりに「放射線を浴びているから電気を消すと光る」と発言し、

実際教室の電気を消燈した。
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その結果女子学生は精神的ショックで体調を崩しており、休学も検討している。又事実関

係を知った大学当局は当該外国人講師を懲戒処分にし春期から再契約しないと発表したと

の報道がありました。

私は放射線に対する余りにもおそまつな知識に起因するものであり、日本人だけでなく外

国人も同じ様なものだと苦笑せずにはいられませんでした。

更には２０１１年３月１１日からもう６年近くも経過しようとしているのに福島県から他

府県に避難して来た生徒・学生に言われのない差別やいじめが横行しているとの報道に接

するたびに慚愧に堪えず又暗い気持ちにならざるを得ませんでした。放射線に対する理解

が一歩も進んでいない様に思えてなりません。政府もメディアも国民に放射線をやさしく

容易に理解してもらおうという姿勢がほとんど見られないことは残念であり又不幸なこと

だと言わざるを得ません。今からでも遅くありません。義務教育の段階で放射線について

知識を必要最小限正規の授業の中で教えるべきと考えています。今日、放射線に対しての

乏しい知識から多くの国民は放射線とは恐いものだとの恐怖感や嫌悪感しか持つことが出

来ず、我々人間の生命維持、健康維持増進そして生活の利便性の為に必要不可欠なもので

あり放射線なくして人間は生きられないという真実を知ることなく日常生活を送っている

のが現状です。私自身、卒後大学病院や国立医療センターでガン患者さんの放射線治療の

経験もあり又放射線関連の研究で学位を取得した経緯もあり、実地医学の中では比較的放

射線に精通しているとの自負もあり、多少なりともかじった放射線学を最大限に活用して

平易な放射線理解の為の一文をしたためたいと考えていました。実現の為に不足する知識

を補う為に先人の優れた数十冊の書籍から取材し参照引用して私なりの「やさしい放射線

の話し」を会報に執筆上程する準備が整いました。約１０回程度の連載となります。興味

がありましたら一読下さい。

はじめの最後として放射線について、以下の３つのキーワードをぜひ記憶していただきた

いと思います。その１番目は「放射線とは何か」との問いに一言でいうと「物質が放射す

るエネルギーである」が答えです。エネルギーとは仕事をする能力です。

２番目は「人間は一過性に全身にどれほどの量の放射線を浴びると１００％死に至るか」

との問いに「それは８シーベルト」が答えです。尚４シーベルト以上浴びれば死ぬ可能性

が出て来ます。

３番目は放射線は「線源から距離の２乗に反比例して弱まる」ということです。つまり線

源から遠ざかれば遠ざかる程、放射線は弱まっていきます。

それでは次回より難解な用語の使用や数字の羅列を出来るだけ少なくしてやさいし放射線

の話を進めて行きたいと思います。

次年度に関する『クラブフォーラム』

１．日 時 5月 25日（木） ・例会 19:00～ ・フォーラム 19:30～ 20:00
２．場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「オーキッド」

３．議 題 (1) 委員会別事業計画・予算について
(2) 20周年について
(3) 次年度年間行事予定について

４．その他 次期各委員長におかれましては、事業計画等についてご発表いただく予

定です



- 8 -

富山西ＲＣ創立４５周年記念式典・祝賀会のご案内

当クラブと友好関係にある富山西ロータリークラブの４５周年記念式典・祝賀会に、合

同例会として参加することが 2 月 23 日の理事役員会において決定しておりますので、下
記のとおりご案内申し上げます。当クラブ 6/15（木）の例会は休会となります。
１．日 時 ２０１７年６月１５日（木） １７時より受付

１７：３０～ 記念式典 於：４階 翠鳳の間

１８：３０～ 祝賀会 於：２階 鳳凰東中の間

２．場 所 オークスカナルパークホテル富山（別添地図参照ください）

富山市牛島町１１－１ ℡ 076-433-1122
３．その他

(1) 会費１万円はクラブで負担いたします。
(2) 当日は現地集合といたしますので、飲酒され

る方はＪＲ等の公共交通機関をご利用ください。

なお、参加人数によっては貸切バスをチャーター

する可能性もありますのでお含みおきください。

詳細は決定次第ご連絡いたします。

参考：〔高速バス〕金沢駅東口２番乗場発 15:20
富山駅着 16:20 片道 930円

〔普通電車〕

金沢駅発 16:00 富山駅着 16:56 片道 1,220円
〔新幹線はくたか 570号〕
金沢駅発 16:09 富山駅着 16:32 片道 2,810円

〔新幹線かがやき 512号〕
金沢駅発 16:47 富山駅着 17:05 片道 3,130円

カワセミをもとめて１４

村田祐一

カワセミをもとめて１３の回答はジョウ

ビタキ（尉火焚き）の雌です。

オスに比べると小鳥たちの雌は地味です

ね。

今回はメーテルリンクの青い鳥 オオル

リです。

皆さまに幸せが届きますように！

庭の花
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2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 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会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

衣川昭浩 山崎正美 浦田哲郎 小浦勇一 木下真知子

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

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） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

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) 事

務局員 西村有里 幹事 武藤清秀

クラブ例会予定
5/18 太田 豊様 雅楽奏者

5/25 クラブフォーラム

6/1 小西 裕太様

6/8 小浦 勇一会員

6/15 休会 富山西 45周年記念例会参加
6/22 会長幹事慰労会：杉の井にて

6/29 休会



- 10 -



- 11 -



- 12 -


