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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

１．中国琵琶の演奏

楊向（ヤン シャン）氏

演奏曲：「荒城の

月」「里の秋」「月の

砂漠」「みだれ髪」の

ほか中国の名曲

紹介者：魏賢任会員

楊さんは中国陝西省西安

のご出身で１２歳頃から中

国の琵琶を習いはじめ、陝

西省芸術学校を卒業後、

中国で数年間芸術活動

の後、７年前に金沢に来て今は琵琶の教室と演奏

活動をされています。

２．謝辞・謝礼

３．如来寺住職吉田会員より

石川県は浄土真宗王国ですが、この如来寺は浄土宗のお寺です。このお寺

は前田家と関係が深く剣

梅鉢の御紋をいただいて

います。

如来寺には４００年の

歴史があり、四代藩主前

田光高の夫人清泰院（水戸光圀の姉）

が亡くなられた時に、五代前田綱紀が

お母さんの 菩提を弔うためにこの地

に如来寺を建てられたということで

す。この近くに下馬という所がありま

す。前田の殿様方が下馬で馬を降りて

如来寺の方へ歩かれて、徳川将軍家

のご位牌が祀られているお寺へお参り

に来られたといわれています。徳川家から葵の御紋もいただいております。

例会便り
第 890回

2017.10.5（木）
如来寺

例会出席率 28/47 59.6%
表靖子 SAA 7 月の平均出席率 63.89 ％

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0885 2017.10.12

．
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廃藩置県の際には４万坪の敷地の８分の１、約５千坪を残して国へ返しました。今日は

中秋の名月をいただいて、いつもの例会場と違った趣で、高崎からお越しになった皆さん

方も金沢の思い出をつくってお帰りいただければ大変うれしく思います。

また今日は魏会員の招龍亭で作っていただいた月餅と中国茶を楽しんでいただきます。

４．点 鐘

５．四つのテスト

６．上杉輝子会長挨拶

７．ゲスト・ビジターのご紹介

（１）ゲスト 琵琶奏者 楊向様

（２）ビジター

ＲＩ第2840地区ガバナー 田中久夫（たなか ひさお）様

地区大会実行委員会大会幹事長 市川豊行（いちかわ とよゆき）様

高崎ＲＣ直前会長 丸山和久（まるやま かずひさ）様

地区大会実行委員会 大会副幹事長 吉崎裕（よしざき ゆたか）様

地区大会実行委員会 会場運営部会長 根本康弘（ねもと やすひろ）様

地区大会実行委員会 姉妹クラブ担当 竹山哲男（たけやま てつお）様

〔ＲＩ第２８４０地区大会のＰＲ〕来月11/19高崎で２８４０地区の地区大会がございま

す。高崎ＲＣは来年６５周年となりますが、３０年ぶりのガバナー輩出ということで会員

は大変燃えておりまして是非とも百万石の皆様に高崎の地へおいでいただければとお願い

に参りました。高崎ＲＣは田中ガバナーが会長の年に５２名の会員増強をしまして、現在

１２６名の会員数、最年少３８歳、最高齢９９歳、毎回例会に出席されています。今日は

如来寺さんで琵琶を聴き、百万石の皆様と心をひとつに例会に出席して、また是非とも高

崎へお越しください。お待ちしております。
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田中久夫ガバナー：皆さんんとご縁を得てちょうど８年になろうかと思います。炭谷ガバ

ナーを排出された年の２８１０地区大会には、バスをチャーターし、私はメンバーのご夫

人担当で武家屋敷をご案内するなどして、地区大会に出られなかった思

い出があります。11/19は日曜日ですので、是非高崎へおいでいただけ

ればと思います。夜の懇親会では金沢の芸妓衆をお呼びする計画でして、

群馬県におりますと金沢の芸妓の皆さんとお会いできるのは大変楽しみ

なお話でして、会場に参加者が入りきれなくなるのではないかと心配し

ております。

「ロータリーのある人生を誇りにしよう」をスローガンにガバナー公式

訪問も全て終えました。最後の「Ｗｅ ａｒｅ Ｏｎｅ］に「私達はひ

とつ」あるいは「私達はいちばん」という意味を込めましたが、乾杯時の発声に唱和して

います。もしよろしければ今日もこのフレーズで乾杯いただけばと思います。

群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」デザインの大会バッジを４７名の会員

の方へお持ちしました。これを付けて地区大会にお越しいただけ

ば11/19に限り高崎駅前の高島屋でのお買い物が全品１割引きとな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

８．今月の誕生者の紹介 ６日 藤間 勘菊 会員

９． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事

①11/19高崎での地区大会に参加する新幹線チケッ

トの手配を事務局に依頼された方のうち、割引書類をお持ちの方は来週の例

会時にお持ちください。

②10/23金沢香林坊ＲＣ３０周年記念事業のチャリティーコンサートのチケ

ット（＠２千円）を２０枚確保しておりますので、希望の方は私の方までお

願いします。

③11/30金沢みなとＲＣ２５周年記念事業の「伝統芸能の今」チケット（＠８千円）の希望

について回覧しますので必要枚数を記入してください。

１０． ニコニコＢＯＸ 紹介 \21,000- 本年度\216,000- 残高\5,149,811-

２８４０地区 田中久夫ガバナー：百万石の皆様こんばんは！！高崎から参

りました。今夜は宜しくお願い致します。

上杉輝子会長：名月の夜、今夜は素敵な例会になります。高崎の皆様ようこ

そいらっしゃいました。如来寺さんにての例会お楽しみ下さい。ヤン先生演

奏楽しみにしています。

大路孝之幹事：田中ガバナーはじめ、高崎ロータリークラブから６人の方が

お見えになりました。心から歓迎申し上げます。

西村邦雄会員：高崎ＲＣの皆様ようこそ。楽しんで行って下さい。

布施美枝子会員：如来寺様 暮れ六つの鐘をたたかせて頂きありがとうございました。荘

厳な気持ちを味わいました。

水野陽子会員：高崎ロータリーの皆様、遠方ようこそおいで下さ

いました。

武藤清秀会員：皆さん 今晩は。高崎ＲＣの皆様ようこそいらっ

しゃいました。地区大会の盛況をお祈り致します。吉田さんには

本日お世話になり有難うございます。

点 鐘
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例回後食事懇親会《 中国茶・月餅 》

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 10/27（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 10/23（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 10/10（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

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
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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 321回2017.10.12 炭谷 亮一

「日本国民の幸福度は常に上位にあり」

２０１１年４月国連総会が開かれ、国家ごとの幸福度を測る基準として「ＧＤＰを超え

る新指標の必要性を認め」新指標の開発を決議した。２０１２年ケンブリッジ大学ダスダ

ブタ教授率いる研究チームは報告書をもとに新指標による統計の解説書を刊行した。

ちなみに新指標による２００８年度の統計をとると日本はアメリカを抜いてダントツの１

位であった（すでに日本はＯＥＣＤ国の中でＧＤＰは下位であった）。

２０１４年度の第１位は人口３２万人の小国アイスランドであった。日本は今後もアイス

ランドや北欧等の人口１０００万人以下の小国（完全に民主主義が定着している）と共に

幸福度上位国の地位を確保すると思われる。

次ページに「公的部門腐敗度指数」を掲載しますが、このデータと国民の幸福度とほとん

ど一致すると私は考えています。私は日本人に生まれて幸せです。余り社会に役立たない

かも知れませんが自分なりに今後も一生懸命、勉学にはげみたいと思います。

放射能汚染の実際はどうなの？

癌も怖いが循環器疾患などは？ ＮＯ.７ １０．１２． 村田裕一

甲状腺癌以外の健康被害について、循環器疾患が心配だ！

以前放射能についての知識を得るために卓話して頂いた山本教授が話されたとき、最後に

ぽつりと漏らされた言葉「甲状腺癌も問題ですが、循環器疾患の方が多いのです」との言

葉が忘れられなくて…….。

Ｄ．ラジュークはベラルーシ出身の

放射能汚染除去作業に従事した人の

心血管系を調べた。１９９２－１９

９７年の観察期間で、作業員の間で

は致命的な心疾患が著しく（作業員

２２．１％、正常対象２．５％）増

加していた。ＮＨＫのＥＴＶ放送な

どを参考に調べると子供の循環器疾

患も地域の放射能汚染度が高くなる

に従い多くなっている。循環器疾患

のため、まともに体育の授業が受け

る事が出来ない子供も多くいるとい
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う。その他、感染症にたいする抵抗力の指標となる免疫系低下による感染症の増加、甲状

腺をはじめとする内分泌系、あらゆる場所の癌、神経精神疾患、消化器、泌尿器など被曝

は全身に悪影響を及ぼしている。

子宮内被曝児以外でも１９８６，１９８７年に事故処理作業で５０ｍＳｖ以上被曝した作

業員（リクビダートルと以下略す）の男性を父とし、本人は被曝していない子供の罹患率、

先天性奇形の発生率が増えている。被曝による染色体異常が引き継がれている事が示唆さ

れる。リクビダートルも様々な疾患に多く罹患している。老化現象も一般人に比べて５－

１５年早くなっている。

国は現在１００ｍＳｖ以下での放射

能の影響を否定しています。この論

文（右下の図）は日米共同研究機関

「放射線影響 研究所」から福島事

故直前に発表されており、専門家の

方々なら当然知っている論文です。

それなのに山下氏は都合の良い論文

のみ示して、「100ミリシーベルト

以下は 安全だ！」とあちこちで話

していましたね。山下氏がミスター

100ミリシーベルトと呼ばれていた

ことが思い出されます。

改めて、セシウムの生体内での動向について復習しましょう。

生物的半減期と物理的半減期について、セシウムの137の物理的半減期は約３０年 身体に

入って出ていくまでの生物学的半減期は３ヶ月、筋肉に沈着しやすい。そのため心筋障害

をおこし易い。汚染地域では甲状腺がんが注目を集めているが,循環器疾患が増えていると

報告されている。

そのほかの放射性物質、なかでも厄介なストロンチューム90 の物理的半減期は約 29 年で

生物学的半減期は約 50 年。蓄積する主な組織 は骨で一度沈着すると離れない。骨髄を

傷害して白血病の原因になり易い。ストロンチューム９０測定は簡単ではなく測定できる

機関が少ないので報道されることが少ない。

付録：福島第一原発から20 km圏外にある浪江町の事故当時1歳児の甲状腺等価被曝線量は

100-200 mSvになり、今後15 年で10 倍弱の甲状腺がんの多発が予測されている。この線量

報告書の校正段階で記載されていた甲状腺等価線量は300-1,000 mSvだったが、日本政府の

圧力により100-200 mSvに修正させられていたと報道されています。さらに、環境省HP に

は、Unnoらの母乳採取結果とICRP の手法に基づいて母乳汚染を調べている。最大1,199 m

Svから35 mSvとばらつき、推定幅は2桁もの開きがある。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

政治が悪いために苦しんでいる人は沢山います。ロータリーは政治に直接関与せずに気

の毒な人々の教育、救済に努力しています。しかし、これにはこの不幸な人たちを見つけ

る事も大切な仕事です。職業奉仕から始まったロータリーは今では世界的ネットワークで

国際間の理解親善平和を推進しています。一つの大きなパワーですが、政治集団でもなく、

宗教集団でもありません。世直し集団というより、だまって良いことをする尻ぬぐい集団

かもしれません。ロータリーのある人生に誇りを は良い言葉だと思います。 編集部



- 7 -

菊 三色すみれ

10月の花

クラブ例会予定
10/5 楊向氏琵琶演奏：如来寺

10/12 江守道子会員卓話

【理事役員会】

10/19 金沢北クラブ合同例会

：金沢東急ホテル

10/26 中嶋智孝氏卓話

【実行委員会】

10/28.29 地区大会：加賀市

11/2 振替休会

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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