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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

2017-18年度 RI 会長テーマ
「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
イアン H.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属
オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度 2610地区ガバナー
クラブのカラーを出そう

2017－ 2018年度 地区ガバナープロフィール

下口幸雄（加賀 RC）
ロータリー歴

1982 年 10 月加賀ロータリークラブ入会 1986 年 3 月ポール・ハリス・フェロー 1987 ～ 88 年度地区副幹
事 1990年 6月米山功労者 1999 ～ 2000 年度加賀ロータリークラブ第 26 代会長 2002 ～ 3 年度地区
拡大増強委員会委員長 2007 ～ 8 年度地区社会奉仕委員会委員 2008 ～ 9 年度石川第 2 分区ガバナー補
佐 2011年 4月米山功労者（10回）メジャードナー 2011～ 13年度地区米山奨学会・学友会委員
2012年 11月 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー累計 10回（大口寄付） 2015年 8月
米山功労者（12回）メジャードナー
2016年 8月 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー累計 11回（大口寄付）
その他役職 1993年 5月 加賀商工会議所監事（現在）

2003年 4月 小松法人会税制委員長（現在）

職業分類 管工事

生年月日 1943年（昭和 18年）7月 13日 住 所 石川県加賀市熊坂町ホ 32-1
最終学歴 武蔵工業大学工学部（現・東京都市大学）卒業

職歴 1966年 4月石川県土木部入庁 1968年 4月富士工業㈱入社 1969年 7月 同社専務取締役

1979年 7月同社代表取締役社長 2015年 4月同社取締役会長

開 会

１．2017-18上杉輝子会長ご挨拶
奉仕で学ぶ喜びを!! 豊かな心

を!!
いよいよ我クラブは 20 周年度
を迎える年の幕明けとなりまし

た。素晴らしいロータリー活動

を積み重ねて来られた諸先輩会員のお陰で、20 周年を迎える事が出来まし
た。記念すべきこの年の会長に任命され、緊張と不安でいっぱいですが、微力ながら精一

杯務めさせて頂きます。

例会便り
第 877 回
2017.6．22（木）
杉の井

例会出席率 32/47 68.08 ％
４月の平均出席率 58.94％

布施美枝子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0872 2017.7.6

．
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今年度の RI 会長イアン H･S ライズリー氏は「ロータリー：すなわち変化をもたらすこ
と」と申され、つまり奉仕を通して刻々と日々変化する世界情勢に対し、ロータリーが永

遠のものとして持続する為に変化そして進化する事と考え

ます。

入会のきっかけが何であれ、私達がそこにとどまり続け

るのは、よき友達が広がり･よき友情にふれ･奉仕を通じ学

ぶ喜びと豊かな心を得る、そしてその事が世界平和につな

がると信じます。

今年の 2610 地区目標は「クラブのカラーを出そう」です
が、まさしく我クラブは一人一人が優秀な個性の持ち主で、団結力も実行力も世界一のク

ラブと確信しています。この「底力こそが我クラブのカラー」と考えます。

今年の記念事業も皆様のお力を借り、歴史ある年を刻み、無事成功を収める事が出来ます

様、宜しくお願い申し上げます。毎週例会で皆様とお会い出来る事を楽しみにしておりま

す。

〔ゲスト〕

スリランカ コロンナーワ

ＲＣ ソウマ先生

グルーフ゜銀河代表 和田啓子様、

ご主人 和田良一様

２．会長・幹事ご挨拶・若狭豊会長・武藤清秀幹事

３．新会員ご紹介

浦田哲郎会員（ 2016.12.1）・小浦勇一会員（2016.12.1）
木下眞知子会員（2017.2.1）・柴田未来会員（2017.6.1）

3月に紹介済み
４．退会ご挨拶 ・川 きみよ 会員（2017.6.30退会）

５．ソウマ先生・和田様よりご挨拶

６．乾杯のご発声 村田祐一会員 《 食 事 》
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７． 幹事報告 大路孝之副幹事

①来週 6/29（木）は休会です。① 7/6（木）「招龍亭」において例会並びに理事役員会を開
催します。

※大路孝之副幹事より個別注文の飲物代として、

１万円をニコニコＢＯＸに

ご寄付いただきました。

８．中締め 宮永会員

閉 会

2017-18地区委員
【会員拡大増強委員会】委員 魏 賢任 【国際奉仕部門】カウンセラー 炭谷 亮一

【ロータリー米山奨学金・学友会担当】委員 大路 孝之

フランス・エミールガレＲＣへ折り鶴の協力を

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。

パストガバナーからの手紙 308回 2017.7.6 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し その⑤「東海村の事故による被曝死亡例」

戦後２名の方が放射線の被爆事故で亡くなっています。それは１９９９年９月３０日に

茨城県東海村にあるＪＣＯ（住友化学の子会社）が起こした事故で、放射線被爆の大変貴

重な資料となりました。

戦時中の広島、長崎原爆の大惨禍では当初は原爆だと認識していたのはほんのひと握りの

人達で、医者も含めて大多数の日本人は何かとんでもない殺傷力の強い爆弾程度としか理

解していませんでした。

戦争末期の大混乱のなかで医療体制は不十分いや貧しい中、おびただしい数の被爆者たち

が火傷と血まみれとなり、手のほどこし様のない状態で次々と亡くなりました。

戦後米軍はただちに広島、長崎で原爆の被害（むしろ米国は原爆の効果に興味）調査を行

い貴重で重要な医学資料は日本側に渡さず、すべてアメリカに持ち去りました。

ＪＣＯの自己の資料は被爆した方達には大変申し訳ありませんが、広島と長崎の被爆のデ

ータを追認する結果となりました。我々日本人とって大変貴い資料です。

東海村における本事故の実態は以下の通りです。

原発の材料となる硝酸ウラニルを製造しようとして起きました。スコップで材料をかき混

ぜていたら、成分であったウランの核分裂反応が起きて爆発の煙が天井まで吹き上がった、

これが臨界事故の全容です。

現場にいたのは３人の作業員（もちろん放射線被爆の線量計バッジをつけて）の内１人は

１６シーベルトを浴び（８シーベルトで１００％死亡します）その方は８３日後に亡くな

りました。もう１人の方は６シーベルトを浴び（４～７シーベルトで５０～９９％死亡）

２１１日後に亡くなりました。最後の作業員の方は２シーベルトしか浴びなくて回復して

退院され現在も生存されています。この事故でわかったことは４シーベルト以上を全身に

放射線浴びると死ぬ確率が高く、頭初は体の表面にはほとんど症状は出ませんが数日後か

ら全身の皮膚が赤くなりその内皮膚が焼け爛れて皮下組織かが露出して腐乱状態となり壊

死します。３シーベルト以下浴びても、同じ被爆であってもケロイドは残っても死なない

という貴重な資料を得ることが出来ました。
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亡くなられてお二人の作業員の剖検所見から特に損傷が激しい臓器は小腸でした。広島、

長崎の貴重なデータと同じく腸間（小腸・大腸）、骨髄組織そして皮膚への影響大きく、

下痢、下血、吐血、火傷による細菌感染による全身状態の悪化から懸命の医療処置のかい

もなく亡くなられました。結論として瞬時に全身に８シーベルト以上の放射線を浴びると、

遺伝子のＤＮＡの二重螺旋の連鎖が壊され、遺伝子が破壊されて細胞の自律回復機能を失

う、そうなると、皮膚や臓器の機能が奪われ、やがて全身が焼け爛れて死亡する。しかし

全身ではなく身体の一部に例えば瞬時に２０シーベルトを浴びても死にません。例えば舌

ガンのような場合はガンの範囲が限極していれば１回に２０シーベルト（２０００ラド）

β線を放射するベータトロンと呼ばれている装置を使って照射する症例も存在していま

す。局所のガンの放射線治療では数回に分割して６０シーベルトを照射するケースもあり

ます。

全身に放射線を浴びるのと違って局部においては致死放射線量の数倍量をガンに対して照

射することが出来ます。但し経年的にその後放射線治療が原因で新たなガンの発生は否定

できません。

ピアノコンクールに金沢百万石ロータリークラブ賞

金沢百万石ロータリークラブ賞は、A2 級(未就学児) 天

徳幼稚園 年長の松軒風香さんと、西南部小学校 2 年生
の小野寺結万さんに授与されました。ご後援ありがとう

ございました。

松軒風香さん と 小野寺結万さん

東海林也令子

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

2840地区ガバナーに高崎 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
ナーになられました。
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夏 至 も 過 ぎ

て、

季節の花が美

しい。

カサブランカ

あじさい

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

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

（監査) 後出博敏

(委員会) クラブ管理運営委員長： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 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：委員長(理事)井上 正雄 副：委員長 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎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 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長：(理事)魏 賢任 副委員長 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 高田重男 道端勝太

表靖子 北山吉明 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子 野城勲 直前委員長 矢来正和菊

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

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）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 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) 事

務局員 西村有里 幹事 大路孝之

クラブ例会予定
6/29 休会

7/6 上杉会長所信表明、

理事役員会：招龍亭

7/13 西野祐一ガバナー補佐
（みなと RC）訪問

ホテル日航

7/20 招龍亭

7/27 下口幸雄（加賀 RC）
ガバナー訪問

ホテル日航

8/3
8/10 休会
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