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2017年 9月のロータリーレートは１ドル＝ 109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

『 我等の生業 』

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
〔卓話者〕㈱ワードローブ 代表取締役 印象美 ® ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 小西 敦子 (こにし
あつこ） 様

(2) ビジター
金沢みなとＲＣ 鳥毛ミチ（とりげ みち）様

金沢南ＲＣ 松本要（まつもと かなめ）様

《 食 事 》

５． 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「如来寺」さんをお借りして行います。19 時開会ですが、18
時より行われる「暮れ六つの鐘」に参加希望の方は時間までにお集まりくださ

い。出欠について、約半数の方からまだ連絡がありませんので、本日中にお知

らせ下さい。

② 10/29地区大会に参加される方へ、一部プログラム変更の案内がありました。
オープニングが５分早まり 12：15 から、また 15：15 から予定していた記念講演が 14：30
開始となり、講演後本会議Ⅱ-1、Ⅱ-2 と続きます。これについては後日、文書でご案内す
る予定です。

〔委員会報告〕

井上正雄親睦委員長：今日は第４例会ですので、例会終了後３０Ｆ

で親睦会を行いますので、ご参加よろしくお願いいたします。

藤間勘菊会員：先日パイロットウォークと美術展をいたしました。

いつも百万石ロータリーから多大なご後援をいただいております。

毎年増えまして、今年は２５０人の美術展参加と歩いてくださった

方も約２５０人ということでした。有難うございました。

例会便り
第 889回
2017.9.28（木）
ホテル日航 5F

例会出席率 18/47 38.29 ％
表靖子 SAA 7 月の平均出席率 63.89 ％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0884 2017.10.5

．
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武藤清秀会員：先週の日曜日、来年度の交換留学生の試験がございまして、ク

ラブから推薦していた下出昇英君という高校１年生の子が試験を受けて合格と

いう結果が届きました。皆さんご協力有難うございました。また機会があった

ら、例会でご紹介したいと思いますのでその時はよろしくお願いいたします。

－金沢みなとＲＣ 鳥毛様より２５周年事業のご案内－

昨日勘菊先生と別の会でお会いして、猿之助さんの「伝統芸能の今」の

話をしたら、明日例会だからご案内したらどうって言っていただいて今

日参りました。皆様のお箱の中にパンフレットを１枚ずつ入れてありま

す。これは金沢みなとロータリー２５周年行事の一環として行います。

主催はあくまでも石川テレビですが、半分以上はみなとＲＣ記念行事と

して協賛しています。皆さんよろしければ、どうぞよろしくお願いいたします。

６． ニコニコＢＯＸ 紹介 ￥ 8,000- 本年度¥195,000- 残高¥5,128,811-
上杉輝子会長：小西様 本日はようこそいらっしゃいました。お話楽しみ

にしています。

大路孝之幹事：小西敦子様、本日の卓話、よろしくお願いいたします。楽

しみにしています。

魏賢任会員：皆さま、こんばんは。小西先生のお話しを心よえい楽しみに

しております。

東海林会員：小西さまようこそ。卓話楽しみにしております。

藤間勘菊会員：小西先生ようこそ。卓話たのしみにいたしております。鳥毛先生ようこそ。

７． 卓 話

「 ﾋﾄ、ﾓﾉ、ｺﾄの感性を、印象美 ®に進化させる街づくり 」
小西敦子（こにし あつこ）様

紹介者：東海林会員 実は小西先生にお会いするのは２度目でして、他に親しくしていらっしゃる会員

の方もおありかと思いますがご紹介させていただきます。「金澤文香」というお手紙に添える香

りの小物について、小西先生がフェイスブックに投稿されていたのを偶然みて、お友達申請を

してそこからのおつきあいです。ご紹介については資料を読ませていただきます。

フリーアナウンサーとして 20 年以上、話す仕事に携わりテレビ・ラジオのパーソナリティほか民間・

行政のイベント、式典シンポジウムのコーディネーター、ファシリテーター、パネリストとしても 幅広

く活動されています。これまでに 2000 件以上の司会実績を重ね、のべ 1 万人以上のスピーチを聴いた
ご経験から、スピーチを独自に分析しコミュニケーションの観点から「 伝わる話し方」「印象力を強化

する 印象力を強化する表現方法」を体系化されました。

北陸初の日本教育推進財団認定コミュニケーション・トレーナー、PHP 研究所認定ビジネス・コーチ で

あり、ビジネスに特化したイメージ・コンサルタント として活動されています。

10 人以下の少数制に特化したパーソナル研修『印象美 ® コミュニケーション』は、『 個性＝成果をあ

げる特殊能力 』を引き出す新しい人財育成スタイルとして全国で展開中です。

2014 ，2015 ミス・ユニバージャパン石川代表のスピーチ＆コミュニケーション・トレーナー。『旅する

ように学ぶ金澤～ 印象美 ® コミュニケーション 講師力向上セミナー』 『おとな美女の知的話し方教

室』主宰。 『おとな美女の知的話し方教室』主宰。

全国から金沢 市へ受講者を誘致している 。

『五感に届く印象美』 ヒト、 モノコの総合プロデュース。

藩政時代から『おもてなし文化』とクリエイターが育まれってきた城下町・金沢を拠点に、『ヒト、モノ、

コト』の本質を大切にし感性だけ を現代に合わせ、印象美進化さるプロデュース活動を行う 。
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～ 企画プロデュース ＆ 自社 オリジナル商品 ～

手紙に添える香りの芸術：金澤文香シリーズ (平成 28年度 石川ブランド優秀新商品認定 )
上質を極めた国産ネイルパフュームオイル・ Benedictioｆ（平成 27年度石川ブランド 優秀新商品認定 ）

京都丹後ちりめん・オートクチュール・プロジェクト (京都 ～金沢～東京 )
婚活 から倖学(こうがく )へ 金沢市結婚支援 プロジェクトなど幅広くご活躍でございます。それでは、

よろしくお願いいたします。

卓話： ヒト 、モノ 、コト の感性を、 印象美 ®に進化させる街づくり

あなたの存在は、街の景観の一部である。

今いる空間の質を高める、この街の風景の質を高めるという、

人ができる最大の効果的思考を、私たち個人が持つことが、

これからの街づくりには、かならず必要だと私は考えます。

社会の 、そして街の 、構成員である私たちの、

ファッション、 女性ならばヘアメイクといった『装い』や。

動く、笑う、歩く、立つ、座るといった、『印象動作』の視覚的効果、

話し方や言葉がけ、接し方といった『コミュニケーション』は

企業の、そしてその街の第一印象です。

これまでの、 『人に合わせる』『場に合わせる』といっ

た概念だけはなく、

私という存在は、『 この街の景観の一部 』であり、

私という存在そのものが、『 社会貢献に役立っている 』

そんな進化した考え方を持ち、個の価値を高め、美しい在

り方の文化を育むこと。

それが、 WORDROBE の実現させたい、印象美な人々の
暮らす、印象美な街なのです。

８．質疑応答 ９．謝辞・謝礼 点 鐘

金沢市内クラブの例会変更のお知らせ

金 沢ＲＣ：金沢東ＲＣ 10/30（月）地区大会へ振替休会
金沢西ＲＣ 10/6（金）18：00 辻家庭園「金沢みなとＲＣ合同例会」

10/27（金）地区大会へ振替休会
金沢南ＲＣ 10/10（火）休会 10/17（火）18：30 滝亭「観月会」

10/31（火） 地区大会へ振替休会

金沢北ＲＣ 10/19（木） 19：00金沢東急ホテル「金沢百万石ＲＣ合同夜間例会」
10/26（木） 地区大会へ振替休会

香林坊ＲＣ 10/3（月）18：30 金沢東急ホテル「観月会」 10/23（月）チャリティー
コンサート 石川県立音楽堂 10/30（月）地区大会へ振替休会

みなとＲＣ 10/3 → 10/6（金）18：00 ～辻家庭園 10/10（火）休会 10/31（火）地区大会へ振替休会
百万石ＲＣ 10/19（木）19：00金沢東急ホテル「金沢北ＲＣ合同例会」

クラブ創立第 20周年回実行委員会
2018 年 4 月 21 日にクラブ創立第 20 周年記念祝賀会が行われれます。宮永満祐美委員長の
もと準備が行われています。

役割分担予定

総合管理 上杉輝子会長 実行委員長 事務局長 宮永満祐美

事 前 準 備 チケットと講演会の人数管理 大路孝之 会員全員

他クラブへの招待 大路孝之 藤間、岩倉、石丸、金、炭谷、村田、宮永

登録人数管理 出席者 懇親会役割 大路孝之 衣川
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寄附の手配 大路孝之

看板、CD、国旗の手配 講演会式典会場の準備 大路孝之 北山 衣川

日航 大路孝之 衣川

映像制作 当日の撮影 大路孝之 井上 石丸 村田

印刷物 （パンフ・チケット） 大路孝之 矢来 井上 西村

お土産 弁当 当日の食事のメニュー決め 大路孝之 水野 藤間 杵屋

当 日 講演会・式典 舞台裏進行監督 北山吉明 衣川

式典司会 井口 上田

講演会・式典受付 東海林也令子 水野 布施 上田 助田 井上

（式典が始まったら日航へ〉 矢来 谷 土田 江守道子

会場内 誘導 若狭豊 ′ 武藤

VIP対応 櫻井氏 野村 浦田

VIP対応 知事 市長 魏賢任 杵屋 東海林

VIP対応 楽屋お茶 布施美枝子 木下 村上

音楽堂への誘導 魏賢任 杵屋 木下 村上 高田・ 江守巧 永原

懇親会 進行監督 武藤清秀

懇親会受付 布施美枝子 東海林 水野 土田

出演者対応 江守道子

会場誘導 森 助田 井上 矢来 谷

懇親会 司会 小浦勇一 辰巳

＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 320回 2017.10.5 炭谷 亮一

「水と安全がただの国」

政府債務がまったくないどころか資産を積み上げている国が存在するなんて、たっぷり政

府債務が存在する日本にとっては何んともうらやましい限りである。

これら恵まれた国々の特徴は人口面では小国そして周囲の国々とはトラブル少なく、民主

国家であり福祉国家であり更には男女格差がほとんど存在しない平和国家である。

一方日本は周囲を見渡せば日本にとって危険な国々があり、国是である専守防衛など死語

とも思える状況だ。この中でもオーストラリア・ニュージーランドのオセアニア２国は、

ブリティッシュコモンウエルスの同じメンバーであり、周囲は海に囲まれ、近くに独裁国

家・強権国家は存在せず天然資源は豊富にあり又食料も十二分にあり、環境破壊するよう

な鉱工業は禁止して人々の生活環境はしっかり守られている。ニュージーランドのクライ

ストチャーチなどでは水道水は氷河の水を簡単に濾過したものでミネラルウォーターの様

である。しかも水道料金はタダ。この地球上に「水と安全」がほとんどタダの国は存在し

ている。うらやましい。

でも私みたいな飲んべえにとっては、チョットいっぱいやる居酒屋が容易に見つけられる

日本がいいかな！！

放射能汚染の実際はどうなの？

今、発症している甲状腺癌の考え方 ＮＯ .６ １０．５ 村田裕一

これまでの甲状腺がんの発生状況をどのように解釈するのか？
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政府は甲状腺がんの多発について福島原発メルトダウンによる被曝とは考えられないとの

見解を取り続けています。大規模調査による「過剰診断」＝「スクリーニング効果」によ

るものだ。その根拠として１）福島での被曝量はチェルノブイリに比べはるかに低い。２）

甲状腺がん発症は震災時居住地域における明らかな地域差は認められない（避難地などの

移動があり個人線量の調査がさらに必要だが）。３）甲状腺癌患者の被曝時年齢の分布は

放射線非被曝群における年齢分布に近い。４）平均年齢１５歳で、もっとも被曝の影響を

受けやすいより若年者（事故当時０－５歳）には認められていない。５）チェルノブイリ

と異なり充実型乳頭癌はほとんど認められない。６）遺伝子変異についてもチェルノブイ

リの放射線誘発甲状腺癌とは大きく異なる。

反論では１）被曝線量は推定でしかない。政府発表よりもっと多い被曝を試算している

研究者もいる。スピードの資料があればな～２）比較地域間での統計的信頼性は対象数が

少なく年齢比も異なり、比較しても意味をなさない。なぜもっと正確な比較調査をしない

のか？３）チェルノブイリでは若年者は汚染牛乳の摂取が長く放置されていたため発症者

が若年で多く見られている。福島では若年者は両親の厳重な管理下で食物汚染が少なく、

かつ外遊びによる吸入汚染が少なかった。しかし、反抗期の中学生以上では外遊びへの家

庭での規制が十分できなかったので、呼吸器からの取り込みがあり、中高生の発症が多い

と解釈できる。４）２０１７年８月、新たに４歳の患者が福島医大の症例から見つかった。

癌発症により一般治療に入った症例は調査対象には含まれていなかった。なぜ？？これに

より、検討委員会に提供されている資料の信頼性が揺らいだ。５）近藤哲夫氏によるとヨ

ード摂取量が乳頭癌構造に大きく影響されている。福島ではヨウド摂取量がチェルノブイ

リに比べてはるかに多い事で説明可能。６）Nikiforow 氏によると RET と BRAF 遺伝子へ
の影響については被曝の有無には無関係だと学問的に否定されているのに、何故？わざわ

ざ言及するのか。

自然発生の甲状腺乳頭癌では男女比は約１対５と女性に多い。放射線被曝による甲状腺癌

では 1 対 1 に近くなり、チェルノブイリでは約 1 対 1.6、今回の福島でもほぼ同じく約 1
対 1.4~1.9（日本の自然発生型では 4.4~4.7）となっている。
岡山大学の津田敏秀教授は２０１５年、疫学の学術誌「Epidemiology」投稿論文で福島県
の「甲状腺癌多発について、スクリーニング効果では説明がつかない」としている。

「真実を知らない人は、単にアホと呼ばれる・・・

真実を知りながらウソだという人は、罪人である。」

ブレヒト著「ガリレオ・ガリレイ」より

１９８６年のチェルノブイリ原発爆発後、‘９５年にようやくＷＨＯは甲状腺癌の原因を

被曝によると認める。ＷＨＯ（世界保健機関）は国連ではＩＡＥＡ（国際原子力機関）の

下部組織にあるのでＩＡＥＡの許可がないと被曝被害に関する研究成果があっても自ら公

表できない仕組みになっている。埋もれている資料はどれくらいあるのかな？？

２０１７年７月発表の甲状腺癌

で、新たに見つかった方々の中に

は前回はＡ判定（正常）であった

方々が異常に多く含まれていま

す。なぜ？２年前後で正常人では

進行が遅いといわれる甲状腺癌を

発症したのか？放射線被曝の影響を除外して合理的には説明できてはいません。国が主張

する「スクリーニング効果」に対する疑問は深まるばかりです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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928 の例会後小西敦子さんを囲
んでホテル日航 30F にて会員
親睦会を行いました。

クラブ例会予定
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

【20 周年実行委員会】
9/28 小西敦子氏卓話

10/5 江守道子会員卓話

10/12 卓話者未定

10/19 金沢北クラブとの合同

例会：金沢東急ﾎﾃﾙ

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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