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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

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

〔卓話者〕美術歴史家・美術展

覧会ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ イアン・ミルマン様

ご夫人鎌田 美智子（かまだ みちこ）様

〔卓話紹介者〕川 きみよ 様

（２）ビジター なし

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕

大路孝之幹事①本日例会終了後、２０周年実行委員会を開催します。

②来週の例会は 2017-18 年度地区ガバナーをお迎えして、ホテル日航金沢３Ｆ
で行います。

③ 2610 地区より「九州北部集中豪雨被害義損金のお願い」についての文書が届
きました。わがクラブとしては、ニコニコ会計より１０万円を送りたいと思います。

５． ニコニコＢＯＸ ¥8,000- 本年度¥44,000- 残高¥5,107,326-
上杉輝子会長：暑さ続きますが皆様お元気で御活躍されていらっしゃる事

と思います。イアン・ミルマン様、鎌田様ようこそ。本日は宜しくお願い

致します。

大路孝之幹事：イアン・ミルマンさん、ようこそおいで下さいました。本

日の卓話よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：先週はヘルペスで頭もうごかせず欠席しました。おかげ様

でよくなりました。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。イアン・ミルマン先生のお話を楽しみにしています。暑

さにまけないように体にも慈愛を・・・

１． 卓 話 「 “ 彼は夢みるアルチザン” バーラ・ホイヤーの人生」

例会便り
第 880 回
2017.7.20（木）
招龍亭

出席率 24/47 51.06 ％
4 月の平均出席率 58.94％

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0875 2017.7.27

．
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イアン・ミルマン様 通訳：鎌田美智子様

紹介者：川きみよ会員

〔プロフィール〕

イアンミルマンはロンドンで数年間社会学を教えた後 パリに移り住み美術史を学び 1986
年に博士号を取得した。

パリのデカルト大学で 2014年まで文化生産の創造について教鞭をとった。
同時に美術歴史家として フランスでは サン=ジェルマン オレのモーリス デニス美術館を含む多くの美

術館、スイス、ジャンジャン市の フォンダシオン ノイマン美術館、オランダに於いてはアムステルダ

ムの ヴァンゴッホ美術館、 そして日本の東京、大阪にて 展覧会を開催した。

シンボリズム画家であり、アールヌーボーのデザイナーでもある ジョージ ド ファール についての研

究論文は 1992年に初版が出版された。
それ以外にも 19 世紀後半から 20 世紀初頭に起こった多様な芸術、そしてその芸術家に関する記事を多
く執筆、それら全てはフランス、イギリス、オランダ、米国にて広く親しまれている オンラインにて

も入手可能になっている。

2014 年には パリ革命記念日の 7 月 14 日にフランス政府よりシュバリエ・ド・パルメス・アカデミー賞
を受賞した。

〔卓話概略〕

① 幼少期ヒトラーの統治下のドイツに於いて 彼、そし

て彼の家族がどの様に生きたのか、そして両親を取り巻

くヒトラーから弾圧を受けた芸術家たちの悲劇

② バーラの 3 人のゴッドファーザー達がヒトラーから
受けた凌辱がその後のバーラの人生に如何に大きな影響

を与えたか

③ 1950 の初めに移り住んだパリで芸術家として成功
する為に出会った 「木」を使い、創り続けた彼の版

画とは

昨年バーラの指導のもと 彼のアトリエ

で版画の製作をした イアン・ミルマン

が其の独特な方法を説明

④ 今回この卓話を通して 皆様が今後

バーラの作品をご覧頂く際に 版画の薄

い紙一枚の向こうにあるバーラが生きて

きた過酷な人生、又 戦時下のドイツで芸術家達が流した涙

を感じて頂けたら何よりである

2017．7.18（火）～ 30（日）10：00 ～ 18：00．石川国際交
流サロンにて開催されています。是非、ご覧下さい。

質疑応答

８．謝辞・謝礼 点 鐘

例会後 20周年委員会 招龍亭

決定事項

H30 2018.4．21（土）邦楽堂 日航

記念事業テーマ 「地域から発信する心

の豊かさ」

櫻井よしこ氏の記念公演

前夜祭 なし

記念事業寄付 120～ 160万円
アトラクション 藤舎真衣さん 芸妓 素囃子
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2017-18姉妹友好クラブの新会長名
韓国南光州 RC：崔彰仁（한별代表理事）
京都北東 RC：田中俊夫（岩倉野里洛翠園 理事長）

東京世田谷中央 RC：佐々木悟（㈱ルーデンライフサービス 代表取締役）

高崎 RC：関口俊介（日本リスクコンサルティング㈱代表取締役）
富山西 RC:五十嵐靖郎（富山中央税理士法人 代表社員）

パストガバナーからの手紙 311回 2017.7.27 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し その⑧「世界で最も安全な原子炉」

A Simple Story of Radiation

世界で最も安全な原子炉など、私達福島の原発事故の恐怖を味わった者には絶対にあり

えないと思うのがごく普通の感覚です。ところが実は存在するのです。実に原子炉の上で

約５０００名の乗員が２４時間生活しています。もうお解りだと思いますが、それは米国

の原子力空母です。

海に浮かぶ原子力空母は兵器です。数１０機の艦載機とミサイルやトマホーク更には核弾

頭まで積載しています。空母全体が爆弾や核兵器のかたまりの様なものです。当然敵の攻

撃にあうことを想定して堅固につくられています。戦時となればミサイルも飛んで来ます、

又潜水艦からの魚雷攻撃も当然あります。これらの攻撃で原子炉が破壊されては戦争（商

売）になりません。少々どころか大々的な攻撃に対してもビクともしない様につくられて

います。

当然海を航行しますから、大シケにあって原子炉が９０°傾くこともあり、まれにはミサ

イルを搭載した艦載機が着艦に失敗して原子力空母に損傷を与えることもすべて想定して

くられています。おそらく地球外から飛んでくる隕石を除けば福島の事故のように想定外

などと言い訳する必要はないでしょう。

それなら世界中の原発を全て空母に搭載されている原発に変換すれば良いと思われるでし

ょうが、そうは問屋は卸しません。通常産業用（民生用）原子炉はウラン燃料棒の濃縮度

は約４％程度ですが空母の原子炉は９５％です（ちなみに核兵器として使用する場合は７

０％以上ウラン濃縮が必要）。つまり９５％のウラン濃縮では中性子を当てれば高性能の

核兵器になります。こんな危険なものを産業用原子炉として用いることは出来ません。い

や米国は許しません、上記の優れものの原子炉は地上の原子炉と違って非常にコンパクト

に出来ています。更には燃料棒は一度挿入したら４０年～５０年空母が退役するまで抜き

ません。もちろん他の部分のメインテナンスは必須ですが、退役時には原子炉部分をそっ

くり削り取り燃料棒も入れたまま地中深くに埋め立て万事終了となります。ロシアも中国

もこの原子炉のノウハウを未だに手にすることは出来ていません。ロシアには原子力空母

を一漕所有していますが米空母には足元にも及びません。

なかなか期待薄ですが世界が完全に平和な時を迎えたなら、地上の原子力発電所を廃止し

て高性能の米空母のような小型の原発を海に浮かべて地上へ送電させる方法も考えられま

す。

☆ 地区大会・記念ゴルフ大会開催のご案内 ☆

１．開 催 日 時 ： ２０１７年１０月２７日（金曜日）

２．開 催 場 所 ： 片山津ゴルフクラブ ･ 加賀コース ＊ 全組キャディー付 《先着１２０名限定》

石川県加賀市新保町 ト １－１ （０７６１）７５－４８００
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３．集 合 時 間 ： ＡＭ８：００（１組目スタート）・・・・・ショットガンスタート

＊各自スタート４０分前に受付をお済ませ下さい。

＊ 〃 ２０分前までにカートまで集合してください。

４．参 加 費 ：メンバー １７，０００円（プレー代・参加費・懇親会費込み）

ビジター ２０，０００円（プレー代・参加費・懇親会費込み）

懇親会のみ参加 ５，０００円

＊食堂での飲食、売店での物品購入につきましては別途、各自でお支払ください。

５． そ の 他 詳細は別添大会要領にてご確認ください。

10/27（金）地区大会・記念ゴルフ大会に参加します
会員名

ハンディキャップ

片山津ゴルフ倶楽部 メンバー ・ ビジター

・参加を希望される方は上記に記入又は〇印をつけて、7/27（木）までにメールまたは FAX（262-2241）
にて、金沢百万石 RC事務局までご返信をお願いいたします。
・先着 120名限定ですのでご希望に添えない場合もあるかと思いますがご了承願います。

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

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

会員消息

国の文化審議会は 7/21
杵屋喜佐以満会員を重要無形文化材保持者に指定

格調高い伝統長唄の保存で
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７月の花も美しい。

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 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 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

クラブ例会予定
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 下口幸雄ガバナー訪問

8/3 卓話者未定

8/10 休会

8/17 真鍋淳朗氏卓話

【理事役員会】

8/24 北山吉明会員卓話

【20周年実行委員会】
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