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2017年 7月のロータリーレートは１ドル＝ 111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」

点 鐘

１．四つのテスト

２．上杉輝子会長挨拶

３．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 なし

４．新入会員入会式

助田 忠弘（すけだ ただひろ）会員

この度新入会員となります助田です。まだ

ロータリークラブのことがよくわかりません

が、色々と確認をしながら皆さんと仲良くや

っていきたいと思います。現状は大和ハウス

工業の営業本部に勤務しています。皆さんの

ご指導をよろしくお願いいたします。

５．米山奨学生へ奨学金の支給 李 紅艶さん

皆さんこんばんは。李 紅艶と申します。上杉会長おめでとうございます。

6/24 ～ 25 米山奨学生の総会があり大路会員の車に乗せていただき参加してき
ました。米山奨学生やロータリー会員の方々と朝から勉強会をしたり、夜は

バーベキューをしたりと色々な国の奨学生や違う分野の奨学生と交流ができ

てすごく良かったです。これからもそう

いう活動や集まりを通してロータリーの

ことをもっと知りたいと思います。有難うございまし

た。

６．2610地区委嘱状の交付について
大路会員 魏会員へ委嘱状の交付

例会便り
第 878 回
2017.7.6（木）
招龍亭

出席率 29/47 61.70 ％
6 月 の 平 均 出 席 率

60.45 ％
表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0873 2017.7.13

．
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７．今月の誕生者の紹介

８日生まれ 村田 祐一 会員

１８日生まれ 上杉 輝子 会員

２０日生まれ 若狭 豊 会員

２１日生まれ 金 沂秀 会員

２８日生まれ 北山 吉明 会員

《 食 事 》

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

①来週の例会は西野ガバナー補佐をお迎えして、ホ

テル日航金沢３Ｆで行います。

②例会終了後、クラブ協議会を行います。都合のつ

く方は全員ご出席をお願いします。

③来週のご出欠について回覧中の出欠表にご記入い

ただくか、明日までに事務局へご連絡をお願いいた

します。

〔委員会報告〕

東海林也令子会員：金沢百万石ＲＣにご後援いただいていますピティナの

金沢西地区予選が今年から前期後期の２回に分けて開催いたしました。前

期は 6/10・11 金沢市アートホールで行い、表彰式で若狭前会長から金沢百
万石ロータリークラブ賞の賞状とトロフィーを授与していただきました。

会報に載っておりますのでご覧いただければと思います。後期は 7/2 に開催
しまして、時間がなかったために表彰式は行われませんでしたが、金沢百

万石ロータリークラブ賞の賞状とトロフィーを本人に手渡しました。いつもご協力有難う

ございます。この場をお借りしてご報告させていただきます。

９． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥36,000- 本年度¥36,000- 残高¥5,099-326-
上杉輝子会長：会長をおおせつかりました上杉です。微力ですが精一杯頑張って参ります。

宜しくお願い申し上げます。

大路孝之幹事：新幹事の大路です。皆様一年間よろしくお願いいたします。

江守巧・道子会員：新上杉会長皆様よろしくがんばって下さい。旧執行部の皆様御苦労様

でした。

表靖子会員：上杉会長 大路幹事 どうぞよろしくお願いいたします。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。上杉会長、大路幹事新しい一年、どうぞ宜しくお願いし

ます。助田さんご入会おめでとうございます。おおいに楽しんで下さい。

杵屋喜三以満：上杉会長、大路幹事今年度よろしくお願い致します。たのしい一年になり

ますよう。

金沂秀会員：上杉会長 大路幹事 一年間宜しく。気楽に楽しんで下さい。

東海林也令子：若狭前会長お疲れさまでした。上杉会長よろしくお願い致します。

西村邦雄会員：上杉会長・大路幹事 一年間宜しくお願い致します。

野村礼子会員：上杉会長 何も出来ない私をステキな百万石にお誘い下さりありがとうご

ざいます。出来る事をしますので今年頑張って下さいませ。

藤間勘菊会員：若狭先生 武藤前幹事おつかれ様でした。上杉会長 大路幹事よろしくお

願いいたします。

水野陽子会員：上杉会長 大路幹事 今年一年よろしくお願いいたします。

宮永満祐美会員：上杉年度のスタートです。上杉会長、大路幹事よろしくお願いいたしま

す。皆でもりあげていきましょう。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。今日から新しい一年が始まりますね。上杉会長、大路幹事
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よろしくお願いします。

吉田昭生会員：毎年七月に入ると新しい船出が始まります。上杉丸の出航を祝して一年協

力致します。

若狭豊会員：いよいよ本日から上杉会長、大路幹事による新年度体制のスタートですね、

心身とくに体に気をつけ頑張って下さい。

１０． 新年度所信表明

上杉輝子会長：いよいよ２０周年を迎える今年度がスタートいたしました。

記念ある年を会長という重責をいただき緊張しております。先日、大路幹事

とふたりで吉田会員の如来寺さんへお邪魔して有り難いお経をいただきお焼

香して帰って参りました。気持ちがあらわれる気がして、皆さんの御多幸と

ご健康そして２０周年の成功と百万石ロータリーが益々発展するよう祈って

参りました。歴史ある一年を刻みたいと思います。今年は全員が何かの役を

受け持っていただいて周年の記念の日はだれもが記念に残るような一日になれば嬉しいと

思います。会員の方からお申し出のあった団体等へ少しずつですがご支援して、社会的に

知っていただけたら良い記念になるかと思いますので来年の４月２１日に向けてご協力の

程よろしくお願いいたします。またひとつご提案ですが、ますます楽しく親しくするため

に例会の時に会場へ入られてお近くの方と握手を交わしたらいかがかと思います。より一

層例会に来るのが楽しくなるのではないかと考えております。楽しい一年ハッピーイヤー

になるよう努力して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

大路孝之幹事：上杉新会長を支える役目と思っております。２回目の幹事とい

うことで、１回目よりなんとかなるかなと思っています。新年度は創立２０周

年の記念事業を抱えておりますので、是非成功に導きたいと思っています。

井口千夏クラブ管理運営委員長：クラブ管理運営委員会は例会をはじめとし

てＳＡＡやニコニコも入っています。皆様の毎回のご協力のもとに成り立つ

と思いますので、私も微力ながら精一杯務めさせていただきますのでどうか

よろしくお願いいたします。

井上正雄奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長：まだよくわからないまま、プランもあまり決ま

っていない現状ですが、皆さんのご意見をききながらやっていきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

魏賢任会員組織委員長：今年一年間上杉会長のもと楽しく増強拡大しましょ

う。５０名の目標を皆さんと共有し２０周年の今年こそ達成したいと思ってお

ります。よろしくお願いします。

矢木正和広報委員長：広報委員長は２期目となりますが、１期目は委員長が退

会されたのを受けて、今回は副委員長が退会されて前途多難な感じはあります

が、委員会の人は全員残っていただくということを目標にして頑張りたいと思

います。よろしくお願いします。

宮永満祐美２０周年実行委員長：実行委員長を拝命しましたが、事務局長が

幹事の大路さんということで何もしなくてもいいのではないかと思っていま

す。これまで色々なイベントをさせていただいた経験を生かして楽しい２０

周年にしたいなあという風に思っております。全員参加ということで、是非

４月２１日のスケジュールは今から空けておいていただきたいと思います。

楽しく２０周年を盛り上げていきたいと思っておりますのでどうかよろしく

お願いいたします。 点 鐘
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パストガバナーからの手紙 309回 2017.7.13 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し その⑥「科学のスキャンダルと真実」

原子爆弾を開発するマンハッタン計画顧問にもなったハーマン・Ｊ・マラーの実験の詳

細は大量のオスのショウジョウバエにＸ線を照射し、ただちにメスのショウジョウバエに

交配させました。そこでできた次世代の状態、さらに、三世代の状態を観察したものでし

た。

照射の強さや、時間の違いなど、さまざまな状態で実験は行われました。その結果足の本

数の足りないショウジョウバエ、羽のないショウジョウバエ、死んで生まれるショウジョ

ウバエ、生まれてすぐに死んでしまうショウジョウバエが多く発生しました。

その症状の違いは、完全に照射した量、照射した時間に比例していました。そのことを通

じてマーラーは８０年以上前に、エックス線によって突然変異が引き起こせることを発見

しました。

遺伝子は放射線によって壊される何らかの物質でできていることを証明しました。

このことは後に分子生物学の誕生にも影響を与えました。いわゆる「マーラーの法則」で

この業績によってマーラーは広島・長崎の原爆投下の翌年にノーベル生理学・医学賞を受

賞しました。こうしてマーラーは放射線は遺伝的に大きな障害を起こす危険なものである

ことを強く主張しました。

今から５０数年前、ロンドンに本部を置いた国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）はこの８

０年以上前のマーラーの実験結果をベースに放射線の有害性を訴えました。

しかし科学は進歩をつづけます、現代の生物学では同じＤＮＡでも、人間のＤＮＡには、

ショウジョウバエの精子のＤＮＡにない猛烈な修復力があり、人間は６０兆個の細胞があ

り、その細胞が一日百件も修復しているとの研究結果が１９９６年に報告されました。そ

して２０１５年のノーベル科学賞はＤＮＡ修復機構に関する「ＤＮＡ損傷と修復」の研究

者３名に授与されＤＮＡは修復するという重要性を再評価し、再認識したと言えます。

１９９７年秋にＷＨＯとＩＡＥＡ共催で放射線の身体的影響に関する専門家会議がスペイ

ンのセルビアで行われ、国際放射線防御委員長以下専門家が６５０人参加しました。

一週間続いた討論では広島・長崎の原爆被害者とマーラーの仮設をベースにした「微量で

も放射線は有害である」という国際放射線防御委員会（ＩＣＲＰ）と「低レベル報謝線は

むしろ細胞を活性化させ健康に良い、そしてＤＮＡ修復活動を無視しては議論にならない」

と主張する医学生物学者側との間で激論が交わされました。

マーラーの法則に準じているＩＣＲＰ側はあくまで放射線の恐ろしさを強調し、一方ＤＮ

Ａグループは遺伝子の修復力を主張しました。当時の論争はすさまじく、発表者のいる檀

上に駆け上がらんばかりの論争が繰り広げられました。世界の国々も、又日本政府もこれ

まで放射線は必ず人体に被害を及ぼす恐ろしいものとして政策を進めてきた手前、いまさ

ら低線量ならば安全と路線を変更するわけに絶対に不可能な事態におちいりました。そし

て以前通りの主張を変えることはありませんでした。ＤＮＡ研究をリードしているカリフ

ォルニア大学のマイロン、ポリコープ博士はワシントンで「これは、人類の二つめの科学
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のスキャンダルだ」と叫びました。一つめは１６１６年「地球は太陽のまわりを回ってい

る地動説」を主張するガリレオ・ガリレイをローマ教皇庁が裁判にかけ断罪したことであ

る。それに続く二つめのスキャンダルが「放射線が人体に微量でも有害である」とするマ

ーラーの法則を根拠にする世界基準とする説であると。

科学の真実から目をそむけることは人類にとって不幸なことです。人間にはＤＮＡの修復

機能があります。これは事実です。近年国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は人間のＤＮ

Ａの修復力を認め、緊急時１００㎜シーベルト／年とし、平時では放射線の許容量を２０

㎜シーベルト～１㎜シーベルト／年が許容されると勧告しています。（世界的にはブラジ

ル・インド・イラン等では自然放射線が年に数１０㎜シーベルトを超える地域も存在して

います。

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。

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

８月１７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２０日（木） １９：００～ 招龍亭「会場変更例会」

８月１０日（木） 休 会

2017年 7月 1日からのガバナー事務所について
2017年 7月 1日からのガバナー事務所についてご案内いたします。

執務時間：9:00～ 17:00(土日・祝日を除く平日)
〒 922-0815
加賀市大聖寺菅生ロ 17-3
加賀商工会議所 1F
TEL(0761)75-7805 FAX(0761)75-7810
E-mail:shimoguchi17-18@rotary2610.net

  ※お電話は土日・祝日を除く平日の 9:00 ～ 17:00 にお願いします。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
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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

クラブ例会予定
7/13 西野裕一ガバナー補佐訪問

・クラブ協議会：ホテル日航

7/20 イアン・ミルマン氏卓話

・20 周年実行委員会
：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 卓話者未定

8/10 休会

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 20周年実行委員長宮永満祐美 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： 井上 正雄 副： 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： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 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 表靖子 土田初子

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

【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 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
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