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2017年 6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．ロータリーソング

『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

会長挨拶

４．ゲスト・ビジターの

ご紹介

(1) ゲスト 〔米山奨学生〕李 紅艶（リ コウエン）さん

(2) ビジター 金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二（おばた けんじ）様

５．新入会員入会式

柴田 未来（しばた みき）会員（弁護士）

もう少し早く入会手続きをする予定でした

が、無事入会手続き・審査を終えまして皆様の

一員とさせていただきました。最近は弁護士活

動のほかにオーガニック農家さんのお手伝いを

しておりまして、その方はお米を海外に輸出し

たいという夢を抱いていらっしゃるけれども自己資金がないということ

で、クラウドファンディング（インターネットで寄付を募る）をやるた

め、田植え風景の撮影など白山麓へ週２回ほど通う生活をしており、今月末にはホタルの

鑑賞会を予定しています。自然の中でこうした暮らしを大事にしておられたんだというこ

とを追体験させていただき素晴らしい機会をいただいています。折角のご挨拶の機会をい

ただき、自己紹介にかえて最近興味をもっていることをご紹介させ

ていただきました。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

６．皆出席顕彰 １ｶ年 村上 咏実子 会員

７．米山奨学生 李 紅艶さんへ奨学金授与

李 紅艶（リ コウエン）と申します。出身は中

国山東省です。趣味は本を読むこと、旅行、料理をつくることです。現在は

金城大学で医療福祉を勉強しています。日中両国の介護福祉に関する人材養

成に関して感心を持ち勉強しています。ありがとうございます。

例会便り
第 876 回
2017.6．8（木）

例会出席率 20/47 42.55 ％
４月の平均出席率 58.94 ％

布施美枝子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0871 2017.6.22

．
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《 食 事 》

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事

①本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。今年度と来年度の理事役員

の方は「松の間」にお集まりください。

②来週は休会です。ただし、富山西ＲＣ４５周年例会に参加される方は時間等

確認のうえ、各自で現地でお出かけください。自家用車で乗り合わせて行くな

ど各自で調整してください。今日は今年度最後の日航での例会になるかと思い

ます。

③フランス・エミールガレＲＣへ折り鶴の協力ということで、先日からお話していますが、

5/20 イベントが無事終了したとメール連絡がありました。船便で
届く予定で、それが届いたら我々の分も含めて広島に届けたいと

思いますので、約４０枚の鶴を折ってください。白と黒がもし混

ざっていましたら、折らないでください。折った鶴は紐に通さな

くて結構です。大変でしょうがご協力よろしくお願いします。

９． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥6,000- 本年度¥476,000- 残高¥6,553,326-
武藤清秀幹事：皆さん今晩は。柴田さんご入会歓迎致します。楽しくやりま

しょう。李さんようこそ。小浦さん卓話よろしくお願いします。

上杉輝子会員：小浦さん今日の卓話宜しくお願い致します。名鉄での水野陽

子会員の素敵なお着物の作品を拝見させて頂き感動しました。

大路孝之会員：新入会員の柴田様、入会ありがとうございます。今後ともよ

ろしくお願いします。

小浦会員、卓話よろしくお願いします。

藤間勘菊会員：柴田様御入会お待ちいたしておりました。小浦さん卓話たのしみです。

１０． 卓 話

「 介護保険のなかの福祉用具 」

小浦 勇一 会員

紹介者：若狭会長 小浦会員はまだ入られて新しいのですが、お仕事が私共の医療関係に使いこともあ

りますし、ある会でお会いして是非とお誘いしたら快く入っていただいたというご縁です。

〔プロフィール〕昭和４２年６月１８日生まれ

妻 長男（２３歳）長女（２０歳）次男（１８歳）５人暮らし

平成２年オークス事業（株）ライフケア事業部入社

平成１３年１１月に有限会社さわやか金沢に入社

平成２２年１０月代表取締役に就任

〔役 職〕 （一社）日本福祉用具供給協会東海北陸支部役員

（一社）全国福祉用具専門相談員協会石川県ブロック長

（一社）石川県ニュービジネス創造化協会常任理事

異業種交流グループ プラザアイ会長

石川県地域リハビリテーション推進委員

金沢市福祉用具情報プラザ運営委員

石川県介護フェスタ実行委員

〔講演内容〕

改めて自己紹介から。昭和 42 年 6 月生まれの 49 歳です。家族は妻と子供 3 人に人間の年
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齢では家族最高齢になった今年 13 歳になるミニュチアダックスフンドと
5人と 1匹で暮らしております。
弊社、有限会社さわやか金沢は今年 17期で、私が代表になったのは平成 22
年 11 月でした。創業者である前社長が病気で他界し会社を引き継いて今
に至っております。

百万石ロータリーにはお医者様も多く、また介護分野で活躍されている

方、実際にご家族等で介護の経験もある方も多いとは思いますが、介護

保険制度を皆さんはどこまでご存知でしょうか。

介護保険で利用できるサービス、一番最初に思いつくサービス、一番必要かなと思うサー

ビス、それぞれだと思います。一様に、ご家族やご本人が必要にならないと制度自体をよ

く知らないというのが現状です。40 歳を超えると介護保険料を支払っているのに・・・
・。

これからますます上がり続ける保険料、徴収年齢も下がっていく可能性もあります。

今後の介護保険での福祉用具は、用具を使用してより自立した生活をしていくための道具

です。

今までは現状を維持していく事が普通でしたが、より元気に生活できるように用具の選定

をして提供していく事が私たち業界人の務めだと考えています。

1) 介護保険のサービス

２）介護保険で利用できる福祉用具

３）介護保険での福祉用具のこれから

４）その他の福祉用具

スヌーズレン (Snoezelen) とは、

1970 年代にオランダで重度の知的
障害者のための余暇活動として始

まったもので、「視覚」「聴覚」「触

覚」「嗅覚」「味覚」の五感を刺激

しながら行われます。

スヌーズレンは外部からの刺激や感覚を受け取ることが難しい重度の知的障害者向けに作

られ、「光」「映像」「音」「温度」「触覚」「臭い・香り」「味」「揺れ」など様々な刺激の

中から自分が好む感覚を受けることや、落ち着いた空間の中でリラックスをする目的が有

ります。

また、スヌーズレンを行う際には指導者などが行うことを進めるのではなく、本人の得た

い感覚を自分で選ぶのが重要となります。

１１．質疑応答

１２．謝辞 点 鐘

ピアノコンクールにロータリー賞を

第 41 回ピティナ・ピアノコンペティション 金沢西前期地区予選

が、6 月 10 日(土)・11 日(日) 金沢市アートホールにて開催されま

した。

「金沢百万石ロータリークラブ賞」は、A ２級 寺田晴香さん (慶
應幼稚園 年中)と、A １級 本多総祐さん(金沢市立小坂小学校 １

年) のお二人に、若狭会長からトロフィーと賞状が授与されました。
ご後援いただきありがとうございました。この場をお借りして皆さ

まに御礼申し上げます。 東海林也令子
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パストガバナーからの手紙 307回 2017.6.22 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し その④「第５福竜丸の被爆」

１９５４年アメリカは南太平洋マーシャル諸島近くのビキニ環礁で水爆実験を行いまし

た。ビキニの爆発は広島の原爆威力の１０００倍もあり、空中ではなく、ほぼ地上で爆発

しました。直径３キロメートルもの火球が海面を覆いました。サンゴの環礁は粉砕されて

島は大きくえぐられました。

おびただしい放射能を含む白いサンゴの粉末からなる巨大な柱が天空に伸びていきまし

た。それが上空の遠い風に吹かれて東に移動し、東方にいた第５福竜丸やロンゲラップ島

に核の灰が雪のように降って来ました。それは３㎝も積もったのです。

危険を感じた日本の船（もちろん第５福竜丸も含まれていました）はそれぞれ母港へと戻

りました。またロンゲラップ島の島民も米軍によって強制的に避難させられました。第５

福竜丸の乗員と島民の両者にその後、放射線の急性症状である急性皮膚障害と頭髪の脱毛

が発症しました。

しかし彼らには下痢症状がなかったので、全身被爆線量は３シーベルト以下と推測できま

す（ちなみに４シーベルトからは５０％死亡する確率があります）。

焼津港に戻った第５福竜丸の２３名の乗員全員が東大病院と国立東京第１病院に入院しま

した。当初は被爆症状は軽微でしたが約１ケ月後白血球と血小板の減少が認められ、数名

には出血症状が現れはじめ、そこで治療として骨髄の造血機能障害が推測できたので、大

量輸血を行い又炎症症状に対しては抗生剤とステロイドの投与が行われました。その結果

２ケ月後には全員快方に向かいましたが、３ケ月後からは黄疸の症状が現れ、１７人に肝

機能障害が見られました。その内の１名の方は急性肝炎で亡くなりました。当時黄色い血

と社会問題となりました（Ｂ型やＣ型の肝炎ウィルスの検出方法は確立されておらず）。

輸血をするとかなりの確率で患者さんは肝障害を発症したものでした。

その後の追跡調査で、２３名の乗員の内１４名が亡くなっています。その内訳は急性肝炎

１名、肝ガン５名、肝硬変３名、大腸ガン２名、心不全１名、大動脈瘤破裂１名、交通事

故１名、そして生存者の平均年齢は８５歳を超えています。被爆が直接的原因で亡くなっ

た方は存在しません。治療として行った輸血が原因で亡くなった方が大半という結果とな

りました。当時の医療レベルではいたしかたない結果でしょう（栄養剤の点滴程度にして

おけば８割位の方の生存が期待出来たかもしれません）。ちなみに米軍によって強制的に

避難させられたロンゲラップ島の島民にはなんら医療処置は行われず、もちろん島民には

肝障害は発症せず、子供達に白血病や甲状腺ガンの発症が見られたとの報告がありました。

韓国南光州 RCより 第47周年記念式および会長役員離就任式の案内状

1. 貴クラブの限りなき発展と健勝を祈願いたします。

2.本クラブ加入認第47周年記念式および会長役員離就任式を次の通り開催

したく存じますが .お忙しいところ来臨されれば光栄です。
3.合わせてこの日行事準備にあって、いくつかの事項をご協力の要請を差

し上げますが、確認するようお願いします。当日行事準備参席者名簿をあ

らかじめ知らせいただければ出迎えに礼を尽くします ,.
国際ロータリー3710地区 南光州ロータリークラブ会 長

チェ チャンイン 崔 彰 仁
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日 時：2017 6 26 (月 ) 18:30 場 所デイリーコンベンション

2階会ビスタホール

光州 ,西区尚武台路 687 （Tel 062-371-3500 )

お願い事項 金沢百万石RCの年度会長様祝辞 プロフィール写真をつけて参席

者名簿を送って下さい。

金沢市内８ RCの例会変更の御案内
金 沢ＲＣ ８月 ９日（水） １８：００～ ホテル日航金沢「納涼懇親会」

８月１６日（水） 休 会

金沢東ＲＣ ８月１４日（月） 休 会

８月２８日（月） １８：３０～ 六角堂 Grill&Bar 「夏の納涼例会」

金沢西ＲＣ ８月 ４日（金） １８：００～ 金沢東急ホテル「納涼例会」

金沢南ＲＣ ８月 ８日（火） １８：３０～ つば甚 「納涼例会」

８月１５日（火） 休 会

金沢北ＲＣ ８月 ３日（木） １８：００～ 松魚亭「夏祭り」

８月１０日（木） 休 会

香林坊ＲＣ ８月 ７日（月） １８：３０～ 場所未定「納涼会」

８月１４日（月） 休 会

みなとＲＣ ７月１８日（火） １８：３０～ 魚匠庵「納涼夜間例会」

８月１５日（火） 休 会

百万石ＲＣ ７月 ６日（木） １９：００～ 招龍亭「会場変更例会」

７月２０日（木） １９：００～ 招龍亭「会場変更例会」

８月１０日（木） 休 会

次年度ガバナーに高崎 RC 田中久夫氏

姉妹クラブ高崎 RC の田中パス
ト会長が 2017-18 年度の 2840 地
区のガバナーになられます。
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夏至も過

ぎて、

季節の花

が 美 し

い。

あじさい カサブランカ

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
6/8 小浦 勇一会員

6/15 休会 富山西 RC45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

7/6 上杉会長所信表明、

理事役員会：招龍亭にて



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -


