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2017年 8月のロータリーレートは１ドル＝ 111円 10/28（土）10/29（日）地区大会

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．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．上杉輝子会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 下口幸雄（しもぐち ゆきお）様

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西野裕一（にしの ゆういち）様

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2610地区幹事 田中知憲（たなか とものり）様

仲島 康雲 様

(2) ビジター
加賀 RC会長 西川 昌之（にしかわ まさゆき）様

加賀 RC会員 鈴木 一（すずき はじめ）様

金沢東 RC 会員 増田 成利（ますだ なりとし）様

５．加賀ＲＣ様より地区大会のご案内

10/28（土）10/29（日）両日に加賀市文化会館（山代温
泉）を主会場とした地区大会を行います。お手許にリ

ーフレットがあるかと思いますが、２日目の記念講演

は九州 -南蔵院の林
住職からおもしろ

おかしく、その中

でもちょっと思い

当たる事や心に残るお話をされるそうですので、ご期

待をいただきたいと思います。大懇親会はホテル・ア

ローレ（片山津）で行いたいと思います。

また事前にＦＡＸ等が届いているかと思いますが、地

例会便り
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区では久しぶりに開催するゴルフ大会にて皆さまをお迎えしたいと思います。片山津ゴル

フ倶楽部の一コースを借り切って行いますのでこちらも多くの方にご参加いただきたいと

思います。

昨年の地区大会に金沢百万石ＲＣから１４名の登録をいただいたようで今回それ以上の登

録をいただけると信じてお一人でも多くの方のご参加をいただけますよう心からお願いを

申し上げましてＰＲ・お願いのご挨拶にさせていただきます。本日は貴重なお時間をいた

だきまして誠に有難うございました。

《 食 事 》

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

①地区大会の案内文書についてメンバーズラックにお配りしています。ま

た先にご案内いたしましたゴルフ大会に参加をご希望の方は至急事務局ま

でお申し出ください。

②今月より第４週目の例会はくじ引きでの席決めとさせていただきます。

引いたクジは再度利用いたしますので、お席に残してお帰り下さい。

７． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥30,000- 本年度¥74,000- 残高 5,137,326-
下口幸雄ガバナー：公式訪問にまいりました。宜しくお願い申し上げます。

西野裕一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐：ガバナーと同行致しました。実り多き年になる事を念じていま

す。

田中知憲地区幹事：公式訪問にまいりました。宜しくお願い申し上げます。

加賀ＲＣ地区退会実行委員会：１０月の地区大会には多くの皆様の参加登録を宜しく

お願い致します。

上杉輝子会長：下口ガバナー様、西野ガバナー補佐様、田中幹事様、加賀ＲＣ会長西

川様、鈴木様ようこそいらっしゃいませ。本日はよろしくお願い申し上げます。

大路孝之幹事：下口ガバナー、西野ガバナー補佐、田中地区幹事 本日はよろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：下口ガバナー様をお迎えして。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。下口ガバナーようこそ百万石ロータリークラブへご訪問にお越し下さ

いました。お話を心より楽しみにしています。

炭谷亮一会員：下口ガバナー西野様田中様御苦労様です。元気でガバナー訪問つづけて下さい。

炭谷亮一会員：会員の皆様お久しぶりです。昨日期末試験がおわりました。学生生活エンジョイしてい

ます。

水野陽子会員：下口ガバナー様ようこそおいで下さいました。

宮永満祐美会員：下口ガバナー、西野ガバナー補佐、田中地区幹事 ようこそおこし下さいました。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。下口ガバナーをはじめゲストの皆さま、加賀ＲＣ西川会長、鈴木様 よ

うこそいらっしゃいました。一年間よろしくお願い

します。

８． 卓 話

「 クラブのカラーを出そう 」

下口幸雄ガバナー



- 3 -

（１）RI テーマ「 ロータリ ー：変化 をもたらす」 について

（２）RI の重点目標
① クラブのサポート と強化

1：効果的な戦略計画の立案
2：会長賞の受賞クラブ数の増加
3：クラブ会員基盤の多様性（性別、人種、職業）を高める
・同期の世界のガバナー 539 名の 内、 女性ガバナー 103 名

（20%）
・世界の会員数 1,227,000人の内、 女性会員 20.0%
・日本の会員数 88,984人の内、 女性会員 6.0%
・2610地区 2,650人の内、 女性会員 6.4%

② 人道的奉仕の重点化と増加

1：ポリオ撲滅という世界の子供たちへ約束を果す
2：ロータリ財団への寄付を達成する
3：グローバル補助金または地区を利用しプジェクト提唱する

③ 公共イメージ と認知度の向上

1：多様なメディアを通してロータリーを紹介するよう奨励する

（３）地区メッセージ「 クラブのカラーを出そう 」について

1：クラブのカラーを地区大会のクラブ紹介時に発表する

今から４０年前１９７７年に米カリフォルニアのあるクラブが３名の女性会員を入会させ

たことにより、クラブ認証が取り消されたということがありました。このニュースを耳に

した現ＲＩ会長のライズリー氏は所属クラブに退会届をだそうとしだけれども当時の会長

に「退会することは簡単だが、ロータリーに留まって、その熱意を女性会員が入会できる

ために力を注いだらどうですか」との意見にクラブに留まったという経験をお持ちです。

ＲＩではそれから１２年後の１９８９年に女性会員を認めるという手続きを変更しまし

た。日本では平成元年のことです。当地区では小松ＲＣに平成２年第１号の女性会員が誕

生しました。

こちらのクラブは３６％の女性会員を有しておられます。優秀な女性会員を発掘して地区

に対していかに女性会員が大事かということをアピールしていただいています。いかに女

性の力が大事で女性が大切かということを実行していただいています。これからの時代を

背負うのは圧倒的に女性だと思います。ロータリー精神を世界に示すためには素晴らしい

女性の仲間を増やすことが必要で女性のパワーなくして長続きしません。

この３年間で頑張って地区の会員数を３，０００人に増やしたいと考えます。そして日本

のロータリアンが昔のように１２万人規模にできたらいいと思っております。その一つと

して女性会員の増員に力を注ぎたいと思います。またポリオ根絶に加えて”水””飢餓”

”識字率”これらの問題にも取り組んでいきたいと考えます。本日は貴重なお時間をあり

がとうございました。

９．質疑応答

１０．謝辞

上杉輝子会長：このクラブでいつも感じていることは、男性会員が優しい・威

張らない・懐が深い・人間が大きい、このようなことで女性がのびのびとのほ

ほんと笑顔で例会に来ることができて少しだけ息抜きができるから自然と女性

会員が増えているのだと思います。本日は有難うございました。

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 312回 2017.8.3 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し 「おわりに」

２０１１年３月１１日東日本大震災がおこり、それに伴い福島第１原発の事故が発生し

ました。大変に不幸な事態を招きましたが、幸い放射線被曝によって亡くなられた方がお

られなかったことが不幸中の幸いだったと言えます。

私自身放射線学を多少ともかじった者として事故の推移をかなり冷静な眼でこの６年間余

り見守って来ました。

私は事故の直後から今日に至るまで放射線学、核医学が専門の数名の先生方と個別にお会

いし福島の放射線被爆について意見交換する機会がありました。その際すべての先生方は、

知りうる限りの情報の範囲内と言う条件のもと、異口同音に今回の被曝が直接的な原因で

の死亡者は出ない。又被曝者に比較的早期に出現する小児の甲状腺ガンや白血病は平時よ

りも増加する可能性はない、更には晩期に出現する成人の固形ガンの増加もさほど懸念す

る必要はないと結論づけておられました。

当時の政府は福島第１原発から３０キロ圏内で、事故後１年以内の積算で２０ミリシーベ

ルト以上になると予想される地域から全住民に避難指示が出され、実行に移しました。そ

の地での線量データを見ると最大でも１００ミリシーベルトには達していませんでした。

しかし子供達は放射線に対する感受性が高い理由もありすべての住民の方の不安を払拭す

る為の早期の予防措置で適切だったでしょうと言われていました。除染作業はどうしても

やらなければならないと言う程のことではないが、ある意味被曝地の失業対策を兼ねての

ことであると考えれば良いのでしょうとのことでした。実は福島県庁にある目的で電話し

たのですが、今だに１シーベルト以下にする為除染作業を行っているとの話にあ然とさせ

られました。世界ではブラジルのガラバリ、インドのケララ、イランのラムウールでは自

然放射線が世界の平均値の４００倍に達する所もあります。２００５年のアメリカの科学

誌サイエンスがある研究報道を掲載して、それによると前述のような高自然放射線地域に

住む人々を対象にした調査研究によれば被曝線量が高いことに起因した健康被害はまった

く認められず、こうした地域の多くの住民は健康で、平均寿命も長いと明らかにしていま

す。月なみですが福島の一日も早い復興を祈念いたします。

2017-18姉妹友好クラブの新会長名
韓国南光州 RC：李今春 イ クムチュン 会長（ナンヤンネドン食品代表理事）

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:柞山 学（株式会社早商 代表取締役）

韓国南光州 RC：崔彰仁会長は前会長でした
李今春 イ クムチュン 会長（ナンヤンネドン食品代表理事）に訂正します。

李今春南光州会長就任挨拶

尊敬するロータリーアンそして内外貴賓の皆さんこんにちは!
みどり深まる新緑の季節を迎えてお忙しい日程にもかかわらず ,今日が席を輝かせるた
めに座して下さったヘアム 朴ヨーズ総裁様とトクアム キム・ソンス 2 地域代表様を
はじめとする地区役員皆さんと 3710 地区各クラブ会長 ,総務の皆様に非常に感謝申し上
げます。特に Rl 3640地区ウンコク チョン・ジンソプ総裁様そして 40年の間姉妹クラ
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ブの友情を確かめた南ソウルロータリークラブ ウォンジェ ,金ウククン会長様と会員皆様御一緒して下
さって心よりありがとうございます。

今日私が 47 年の歴史と伝統を自慢する南光州（ナムクァンジュ）ロータリークラブ 49 代会長という重
大な責任と光栄の重責を引き受けるようになって心配もありますが ,歴代会長様が作っておかれた業績に
迷惑をかけないように渾身の力を出して ,努力することをお約束しながら ,過ぎし 1 年間クラブの発展のた
めに情熱をつくされた崔チャンイン会長様と金ミングク総務様そして役員皆さんの労苦に感謝の心を伝

えます。

尊敬して愛する南光州（クァンジュ）ロータリークラブ会員皆さん!
2017-18 年度イアン ライズリー Rl 会長様のテーマの"ロータリーに変化を作ろう” ' 実現のために今ま
でロータリーが成し遂げた業績に留まらないで ,世の中に向かって ,一歩進んで奉仕して ,ロータリーアン
として変えられる変化を作ってみようと私は次のような四種類の目標をたてました。

最初に寄付を通した奉仕の実践です。

100% PHF寄付クラブ ,全会員がＰＨＦを寄付することができるように促します。
二番目で ,新入会員の招聘だけでなく会員相互間のきずな強化に主力を注いで ,善意と友情があふれるクラ
ブ ,皆に有益なクラブになるようにします。
三番目では ,（前任）会長様が重点事業で支援された他文化家庭助け合いとフィリピン低所得層助け合い
国際奉仕を中断のなく継続するようにします。

最後に ,イアン ライズリー Rl 会長様テーマで強調された '環境保護と地球温暖化変化 'を重点事業でして
「1人 1株木を植える運動」を積極的に展開していきます。
以上の目標が一人だけの目標でない会員皆の目標と信じて情熱を持って精進します。

会員皆さんが共にして下さるだろうと信じて疑わずに大いなる関心と参加をお願いいたします。最後に

蒸し暑い天気にもかかわらず ,各クラブこの・就任式出席で連日大変な日程を消化しておれる総裁様と地
区役員をはじめとする会長 ,総務様の健康を祈り
ながら ,この席を輝かせて下さった南光州（ナム
クァンジュ）ロータリークラブ会長 ;会員皆さん
と令夫人皆さんそして内外貴賓皆さん心よりあり

がとうございます。

合わせて皆さんの家庭に笑いの花がぱっと開いて

事業場にいつも豊かな成果ありますよう祈願いた

します。（石丸幹夫訳）
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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 ８月１０日（木） 休 会

フランス・エミールガレＲＣの折り鶴

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。

7/30（日）クラブ事務所でそれをつなげる作業をし
ました。協力された皆様有難うございました。
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北国新聞朝刊 2017.8．2

国際ピアノコンクールを金沢市で

東海林也令子会員がいしかわ国際ピアノコン

クールを立ち上げ、楽都かなざわを世界にア

ッピールしています。
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木槿 無窮花（韓国国花）

8 月の花 日差しと柿の葉

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

クラブ例会予定
8/3 浦田哲郎会員卓話

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】
8/31 塩谷マクスーダ氏卓話

9/7 親睦会：ﾎﾟｰﾙ・ﾎﾞｷｭｰｽﾞ

9/14 山野之義金沢市長卓話

【理事役員会】
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