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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．国 歌 『 君が代 』

２．ロータリーソング

『それでこそロータリー』

３．四つのテスト

４．会長挨拶

５．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 金沢南ＲＣ 松本要（まつもと かなめ）様

６．米山奨学生へ奨学金の支給

今日は４限までテストがありました。明日は中国江蘇省からの中学生達

との交流会が行われます。私も参加します。また土日は米山奨学生の研修

で能登へ行ってきます。週明けから大学の集中講義が始まり、今年の夏休

みは忙しいです。ありがとうございます。

７．今月の誕生者の紹介

３日 井口 千夏（いのくち ちなつ）会員

２５日 西村 邦雄（にしむら くにお）会員

３１日 大路 孝之（おおじ たかゆき）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来週の例会は休会です。次回は 8/17ホテル日航金沢５Ｆで行います。
② 11/19 に開催されますＲＩ 2840 地区（高崎）の地区大会への参加につい
て、後日文書を送付予定ですので事務局へご連絡をお願いいたします。

③平和の願いを込めて折っていただきました折り鶴について、先日有志が

糸で繋ぐ作業を行い広島へ送付しました。詳細について本日号の会報に

掲載されていますのでご確認ください。

例会便り
第 882 回
2017.8.3（木）

ホテル日航 5F
出席率 24/47 51.06 ％
7 月の平均出席率 63.89％

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0877 2017.8.17
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④先週の例会で座席を決めるクジをひいていただきましたが、そのクジをお持ち帰りに

なられた方は次回例会の際にお戻しください。

〔委員会報告〕

石丸幹夫会員：会報委員会からです。韓国では会長就任式を盛大に行っていま

す。その式典挨拶を会報に掲載しましたのでお時間のある時に読んでください。

魏賢任会員：先週の日曜日に地区の増強拡大委員会に参加しました。地区内のクラブでは

１クラブ平均１名の増加傾向にあるようです。その中で宮永年度にスタート

したオープンロータリー例会が注目され高い評価をいただきました。当日参

加された表会員とコラボレーションしてオープンロータリーを紹介させてい

ただきました。今年度目標の５０名まであと３名ですので、上杉会長を男に

すべくお一人お一人の力と情報を必要とします。

井上正雄会員：親睦委員会より２点ご報告いたします。① 9/7 は親睦を兼ねた例会を「ジ
ャルダン ポール・ボキューズ」で開催いたします。おひとり５千円の負担と

なりますが皆様こぞってご参加ください。②過去に行っていたようですが、上

杉会長ともお話しして、例会後の２次会的な親睦会を第４週目の例会後に行な

おうということになりました。今月は 8/31 例会終了後に場所も未定ですがこの
近くで行いたいと予定しています。会場予約のために大体の人数を把握したく、

アンケート的に出欠表をお回ししました。会場が決まりましたらお知らせしますのでよろ

しくお願いいたします。

金沂秀会員：会員増強は時間と根気がかかります。大体２年くらいかかって

入会される方が多いです。皆さんもぜひ一人でも二人でもお誘いください。

先日スリランカのソウマ先生が来られた時の写真集を和田先生が作られまし

た。各テーブルに回しますのでどうぞご覧ください。

９． ニコニコＢＯＸ紹介 ¥19,000- 本年度¥93,000- 残高¥5,074,326-
上杉輝子会長：浦田先生、卓話楽しみにお待ちしていました。宜しくお願

い致します。

大路孝之幹事：浦田さん 卓話よろしくお願いします。

浦田哲郎会員：いつもありがとうございます。今日は卓話機会感謝します。

永原源八郎会員：李紅艶さん ようこそ。卓話の浦田様お話楽しみにして

ます。

宮永満祐美会員：先日は折り鶴で楽しく糸でつなぎました。浦田会員本日は楽しみにして

います。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。お陰様でナンシーエミールガレクラブとの協同で折った鶴

を無事広島へ発送しました。ご協力有難うございます。

１０． 卓 話

「 アンチエイジング医療とは 」 浦田 哲郎(うらた てつろう）会員

紹介者：金会員

〔プロフィール〕

金沢医科大学卒。富山県魚津市、石川県金沢市、白山市で診療所や老人保健施設、在宅医療を展開。約 10
年前に魚津で「スコール」を立ち上げ、予防医療に力を入れている。その実績をもとに、2017 年 4 月、
金沢駅西にクリニック、人間ドックセンター、フィットネスジム、天然温泉、アンチエイジングカフェ

などが一体となった総合型健康増進施設「浦田クリニック/スコール」を開業。
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〔卓話内容概略〕

同じ年月歳を重ねても、人により老化度（加齢に伴う生体機能の低下）

には大きな差が生じます。アンチエイジングというと、一般には見た目

の若さに目が向きがちですが、アンチエイジング医療では心身ともに健

康に、楽しく、若々しく生活することを目標としています。そのための

第一歩としては『心身の状態』を知ることから始まります。検診や人間

ドックでは病気のある・なしを診ますが、アンチエイジングドックでは

心身の状態を診断します。その結果に基づいてご自身の弱点に対し、積

極的なアプローチを行い、重大な疾病へとつながるリスクを低下させて

いきます。今回の卓話ではその具体的な方法にも触れられればと思います。

１１．質疑応答

１２．謝辞 点 鐘

訃 報 北川晶夫パストガバナーが逝去

国際ロータリー第 2610 地区 2003 ～ 2004 年度ガバナー 北川 晶夫様

（金沢ＲＣ）が去る 8月 7日逝去されました。（享年 83歳）
ここに哀悼の意を表し謹んでお知らせ申し上げます。

なお、故人の希望によりご葬儀は近親者により営まれ、お別れの会が

下記により執り行われますので謹んでお知らせいたします。

日 時 ： 平成２９年 9 月 8 日(金) 午前 11 時より
場 所 ： 金沢メモリアルホールアネックス

〒 920-0941 金沢市旭町二丁目一番一号

TEL ０７６－２３２－１３１１

喪 主 ： 北川 雅一朗 様（ご子息）

なお、ご香典・ご供花・ご供物の儀は固くご辞退されるご意向です。

また、当日は平服にてご参会いただきたい由でございます。

パストガバナーからの手紙 313回 2017.8.17 炭谷 亮一

やさしい放射線の話し 「まとめ」

その１「放射線は命の源なり」では、宇宙には大量の高エネルギーも約１００億年前か

ら放射し続ける星があります。それは核エネルギーを放射している恒星です。私達の地球

の恒星である太陽は巨大な核反応炉で核融合エネルギーを放射しています。太陽系の惑星

の中で生命に必要な適量（平均１５℃）なエネルギーが届いているのは地球だけです。こ

のような生命の存在が可能となる惑星は無限とも思える宇宙の中でこの地球だけかもしれ

ません。まさに神が創造した奇跡なのかもしれません。

その２「私達は絶えず放射線に曝されている」では、私達は体の内部から又外側から放射

線を浴びて生活しています。そして人体からも放射線が出ています。更に私達の体を構成

している成分であるカリウムの内の０．０１％はカリウム４０です。このカリウム４０は

太陽系始まって以来の自然放射線です。

その３「生命の誕生と放射線」では、初期の生命体は危険な太陽からの放射線を避ける為

に深海で誕生しました。初期の生物の中が最も成功したのはシアノバクテリアでした。そ

してこのシアノバクテリアが身につけた能力は生命体がなしえた究極の発明と言われてい
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る「光合成」です。この光合成によって酸素が大量に放出されうすい大気中の酸素濃度が

高まり、太陽系からの放射線を阻止できるようになり、生命体は地上へ進出、進化をとげ

現在のような地球になりました。

その４「第５福竜丸の被爆」では１９５４年のアメリカのビキニ環礁で水爆実験が行われ、

近くで操業していた第５福竜丸の２３名の乗組員が被曝し全員が東大と国立第１病院で手

厚い治療を受けましたが、黄色い血といわれたウィルスに汚染された輸血の結果、放射線

の被爆ではなく治療（輸血）が原因で４割の方が亡くなった不幸な結果となりました。

その５「東海村の事故による被曝死亡例」では、１９９９年不注意な放射性物質の取り扱

いにより３名の方が被曝し、致死量といわれている８ミリシーベルト以上被曝された方、

２名が亡くなり、戦後初の被爆による死亡例となりました。

その６「科学のスキャンダルと真実」では、マンハッタン計画の顧問であったマーラーが

約８０年前に行ったショウジョウバエに放射線を照射すると、遺伝子が放射線によって壊

され突然変異が現われ、放射線は人体にとって危険であると主張この業績によりノーベル

医学賞を受賞しました。約７０年前に設立された国際放射線防衛委員会（ＩＣＲＰ）はマ

ーラーの法則に基づいた微量の放射線でも人体に悪影響が出ると警告を発しました。とこ

ろが近年の研究によって、人間６０兆個の細胞の内、一日百万件もＤＮＡが修復されてい

ることが立証され、ＩＣＲＰも年間２０㎜シーベルト以下なら安全に問題はないとしてい

ます。

その７「日本の原子力技術は高いか？」では、日本は世界に冠たる原発技術を保持してい

るとほとんどの方はそう思い込んでいますが実は日本は核実験をすることが禁止されてい

ますから、実験データを保持していません。従って原発の肝心要、コアの部分つまり自動

車や航空機のエンジンのような原子炉の主要部分はつくれません。つまり囲りのハコ物だ

けつくっています。

その８「世界で最も安全な原子炉」では、そんな安全な原子炉なんて存在するはずがない

と反原発派の方は思われるでしょうが、何しろ四六時中、原発の上で５０００名余りの乗

員が生活している船舶があります。それは米国の原子力空母です。空母の目的は多数の艦

載機を積んで戦場へ赴き戦うことです。ミサイルが飛んでこようが、魚雷が来ようが、破

壊されるようでは仕事になりません。従って９９．９９％安全と言えます。もちろん津波

が来ても大丈夫です。以上本文はまったく放射線の予備知識のない方でも容易に読み進め、

理解出来るように記述いたしました。

ハイライト米山
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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。

ＲＩ第 2840地区（高崎）地区大会のご案内について
当クラブの姉妹クラブであります高崎ロータリークラブの田中久夫パスト会長がＲＩ第

2840地区 2017-18年度ガバナーに就任されたことは既にご承知のことと思います。
つきましては、下記のとおり第 2840 地区の地区大会に積極的に参加したいと思いますの
でよろしくお願いいたします。なお、ご出欠等は 8 月 24 日(木)までに事務局へご連絡く
ださい。

１．日 時 ２０１７年１１月１９日（日）

２．内 容 別添「地区大会のご案内」をご覧ください。

３．行 程・ Ａ 日帰りコース ＪＲ往復運賃約 24,000円
参加費等 11/19（日）金沢駅発 9：21 ⇒ 高崎駅着 11：48 ⇒

会場（高崎アリーナ・ホテルメトロポリタン高崎） ⇒

高崎駅発 21：04 ⇒ 金沢駅着 23：21
Ｂ 宿泊コース ＪＲ往復運賃約 24,000円＋宿泊費（未定）

11/19（日）金沢駅発 9：21 ⇒ 高崎駅着 11：48 ⇒

会場（高崎アリーナ・ホテルメトロポリタン高崎） ⇒

高崎市内ホテル宿泊

11/20（月）高崎駅発 9：34 ⇒ 金沢駅着 11：52
Ｃ ＪＲ・ホテルともご自身で手配

４．その他 ①高崎駅からはシャトルバスのご用意があるとのことですが、詳

細は後日ご連絡いたします。

②上記行程のＡまたはＢ以外の新幹線乗車をご希望の場合はご自

身でお手配のうえ、その旨別紙備考欄にご記入ください。

③宿泊ホテルは第 2840 地区大会事務局を通じて申込みをし、決ま
り次第ご連絡いたします。

①大会登録料 10,000円はクラブで負担いたします。

第 4回 いしかわ国際ピアノコンクール

石川県ピアノ協会主催（東海林也令子会長）

北国新聞社後援のコンクールには国内外から

ピアニストが参加し、8/10から 4日間に亘り、
小学校低学年・同高学年・中学校・高等学校

・大学・一般・連弾 A・同 B の部門で行われ
ました。いしかわミュージックアカデミーの

金沢百万石 RC 賞の矢﨑十咲さん（小学校低
学年部門）には、上杉会長より賞状とトロフ

ィーが授与されました。大学一般では中国の

シーウエン・チェンさんが金賞でした。
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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
8/17 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】

9/21 小島久枝氏卓話

9/28 小西敦子氏卓話
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