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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

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

２．四つのテスト

３．会長挨拶武藤清秀エレクト

４．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

金沢北RC 内堀 茂（うちぼり しげる）様

金沢北RC 向峠 仁志（むかいとうげ ひとし）様

香林坊RC 小幡 謙二（おばた けんじ）様

５．皆出席顕彰 今月は該当者ありません

６．米山奨学生へ奨学金の支給

昨日河北RCで卓話をさせてもらいました。とても楽しかったです。有難うございます。

《 食 事 》

７． 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、この会場において理事役員会を行います。

②来週の例会は「金沢北クラブとの合同例会」です。

１９時開会、会場は金沢東急ホテルですので、お間違いのないようにお願いし

ます。

８． ニコニコＢＯＸ 紹介 \8,000- 本年度\224,000- 残高\5,157,811

金沢北RC 内堀会長エレクト・向峠仁志副幹事：夜間例会前に訪問させていた

だきました。来週は楽しみにしております。よろしくお願いします。

武藤清秀会長エレクト：皆さん今晩は。北ロータリークラブの内堀さん、向峠

さん、来週よろしくお願いします。李さんようこそ。江守さん卓話楽しみにし

ています。

大路孝之幹事：江守先生、今日の卓話よろしくお願いします。

例会便り
第 891 回

2017.10.12（木）ホテル日航

出席率 21/47 44.68 ％

例会出席率

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0886 2017.10.19

．
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永原源八郎：今晩は。李さんようこそ百万石へ。江守さん本日の卓話楽しみにしています。

９． 卓 話
「 人生１００年 ～口の中から見えてくるもの～ 」

江守 道子（えもり みちこ）会員

紹介者：表会員

１９６６年七尾高校を卒業、愛知学院大学歯学部卒業、金沢大学医学部付属病院歯科口腔外科勤務等を

経て１９８９～９０年米アイオワ大学へ留学され、現在は 医）健巧会 江守歯科医院の院長を務めら

れています。

卓話： 皆さんもそうだと思いますが、自分の生き方、現在の自分のあるのはご両親の影

響など色々あると思います。私の現在があるのは、この３つの出来事

とか生き方を与えてくれたからと思います。

一番最初は両親です。私の父も歯科の開業医でしたが弟が３人いたの

で歯医者になるつもりは全くがなかったのですが、高校３年生の時に

突然父が「これからの女性は仕事を持った方がいい」と言いだして急

に歯学部へ行くことになりました。父は厳しく絶対服従のような関係

で、嫌もなにも言えませんでしたが、今から思えば良かったなあと思

い感謝しています。

二番目は大学４年生の時にライオンンズクラブの短期留学生として２

ケ月間アメリカへ行きました。私にとって初めての海外でした。サン

フランシスコに着いた時に感動してこんな世界もあるんだなあと思って、それまでの空気

と違うものを感じて、今でも感動は覚えています。

三番目は一家でアメリカへ行きまし

た。当時子供達は小学生と中学生で家

族で行くかどうか悩みましたが、行く

ことにしました。主人はアイオワ大学

神経内科で研究生活をし、私は６ケ月

間、英語の勉強をしてから、歯学の付

属病院で実習や見学などを色々させて

いだきました。子供達もそれぞれに学

校での苦労があったと思いますが、今

から思うとそういう経験も逞しさをう

えつけてくれたのではないかと思っています。

なくなると困るものとして、体型・髪の毛・歯の３つがあると思います。この３つが保た

れていれば若々しく過ごせます。髪の毛はご自分の努力では難しいかもしれませんが、歯

と体型は努力で維持できます。８０２０運動という言葉をご存知かと思いますが、８０歳

の時まで２０本以上の歯を残そうという運動です。１００歳まで生きる方が約６万人超と

なる中、最近は２０本以上の自分の歯

を持つ８０代の方も増えています。

虫歯の原因として、歯の質・バイキン

の数・口の中の環境・時間の４つの条

件が揃うことがあります。口の中はｐ

Ｈ７の中性ですが、食事をすると酸性

に変わり、食後３０分でまた中性に戻

ります。だらだらと食べたり飲んだり

していると、口の中はずっと酸性にな
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ります。唾液には口の中を中性に保つ効果があり、唾液工場は、顎下腺・耳下腺・舌下腺

の３ケ所あります。よく噛むことで刺激を受けて唾液がでるので、歯がないなど噛まない

と唾液がでずドライマウスになります。

歯周病も歯を失う原因です。最初は歯ぐきに症状がでて、放置するとやがて骨まで溶けて

しまします。口の中は便所と同じくらいに汚くて歯垢もたまります。歯垢は食べカスとバ

イキンがくっついたものですが、それがやがて歯石となり、歯石に更に食べカスが積み重

なっていきます。そうならないために、定期的に歯医者で歯石をとることが望ましいです。

私の人生の目標は、先日１０５歳で亡くなられた日野原先生です。これからも生涯現役を

目指して頑張ろうと思っています。先日出た学会で会長がおっしゃった言葉が非常に心に

残りました。「最も強い者が生き残るのはなく、最も賢い者が生き残るのでもない。唯一

生き残ることができるのは変化できる者である。」皆さん変化できる人になりましょう。

１０．質疑応答

１１．謝辞 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 10/27（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
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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

第6回日台ロータリー親善会議のご案内

ガバナー 下口 幸雄 地区幹事 田中 知憲

この度、2018年3月1日(木)に第6回日台ロータリー親善会議と懇親会を台湾高雄市 漢来

ホテルで開催の運びとなりましたのでご案内申し上げます。3月2目(金)に日帰り観光も2コ

ース用意しておりますので、多数の皆様方のご参加をお待ち申し上げております。

つきましては、登録申込及び登録料はクラブにてお取りまとめの上、ガバナー事務所まで

ご返信ください。ツアーに関しましては、各クラブでおまとめ頂き、別紙記載の旅行会社

へ直接お申し込みをお願いいたします。

一日目（3月1日 木曜日）

12：00～13：50 登録受付（友愛の家）

13：30～13：50 幹部会議（参会者へは別途ご連絡致します）

14：00～17：30 親善会議

会場 （台湾・高雄市）漢来大飯店 9階 国際ホール

18：30～20：30 懇親会

http://www.grand-hilai.com/?lang=ja

登録料 日本の会員15,000円／家族10,000円

二日目（3月2日 金曜日）

観光Aコース 台南古都日帰りコース 旅行代金5,000円 （最小催行人数25名）

観光Bコース 高雄ディープツアー日帰りコース 旅行代金5,500円 （最小催行人数25

名）

＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 322回2017.10.19 炭谷 亮一

「ミルトン・フリードマンと経済危機」

アメリカのケインズ政策の欠陥を鋭く衝いた論文を次々に発表し、１９７０年代にはポ

ール・サミュエルソンに代わって、アメリカの経済学の中心的人物となった。そして１９

７６年、消費理論やアメリカ金融史などの業績でノーベル経済学賞を受賞した「ミルトン

・フリードマン」彼の具体的な政策提言は実際のところ余りパッとしなかった。

しかしフリードマンの思想がはなはだしい成功を収めたように見えた分野がある。それは

博打場と化した金融市場である。私は今日のアメリカの何んでもありの金融市場の思想的

「本家本元」「１丁目１番地」「権化」はミルトン・フリードマンだと考えている。
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フリードマン以降、アメリカの金融制度はまさに実証経済学の思想にもとづいて、規制の

ない金融を「仮説」として規制を取り去り、主観的確率論を開拓したラムジーが前提とし

たように、参加者がすべて博打うちのメンタリティをもつと言う仮定のもとに、主観的確

立あるいは個人的確率論によって成立する金融市場をつくり上げてきた。

サブプライム問題を引き起こしたＭＢＳ（住宅ローン担保証券）においても、また世界最

大の保険会社ＡＩＧを破綻に追いやったＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）に

おいても、こうした金融商品を取引する人たちの前に広がる金融市場は、フリードマンが

個人的確立論で論じていた「ひとつの選択対称はある所得に関するあるひとつの確率分

布」に過ぎなかった。つまり賭博場そのものだった。

しばしば、金融工学の支持者たちは、ＭＢＳにしてもＣＤＳにしても数学的にまったく、

完璧だが、そこに関わった人間が腹黒かったから破綻したのであって、金融工学が悪いわ

けではないと主張した。

フリードマンはサブプライム問題もリーマン・ショックも知ることなく２００６年１１月

に亡くなった。氏が種をまいたサブプライムとリーマン問題の結果を見ることなくアメリ

カ経済学の最大の貢献者との称賛の中だった。

私はアメリカ政府は当時余りに自由奔放、何んでもありの金融市場、博打場と化した金融

市場に手を焼き、世界同時経済危機におちいる事態になろうとも臆することなく一罰百戒

をねらってリーマンを救済せず、アメリカ経済の力強さから２～３年後には回復するとの

読みがあったのだろう、ハードランディングを決行した。

１９３０年代の世界大恐慌はある意味自然発生的であったのに対して、リーマン・ショッ

クによる経済危機は人為的であったと言える。

放射能汚染の実際はどうなの？ 村田裕一

内部被曝から自分を守るには ＮＯ.８ １０．１９．

汚染状況と対処方法は？私たちはこれからどうしたらよいのか？

日本の海の汚染状況 （添付図挿入部） 放射能管理区域に相当する地域図

（添付図挿入部）

耳を澄まして、様々な処から情報を集

めていると結構、政府機関からの情報

にも重要だが広く国民には知らせてい

ないものがあります。例えば東京湾の

魚の汚染状況などが水産庁や海上保安

庁の資料から知る事が出来ます。

東京湾の底もの魚類の汚染状況は惨い

ことになっています。

◆河口部土壌汚染濃度（2016年）

多摩川：１００Ｂｑ強/ｋｇ 隅田川：２００Ｂｑ弱/ｋｇ

荒川：１２０～２８２Ｂｑ/ｋｇ 旧江戸川：２００Ｂｑ/ｋｇ
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花見川：４５２～７８９Ｂｑ/ｋｇ

原発事故から五年半がたっても、川で運ばれて

きたセシウムが新たに蓄積され、濃度はあまり

低下していない。表層部分、深さ５ｃｍとか３

０ｃｍまでが濃度が高い。それ故、海底にいる

魚、魚食魚で汚染が大きい。天然ウナギも安全

基準の１００ベクレルを超えている！大人はと

もかく細胞分裂の盛んな子供達には食べさせた

くない汚染具合だ。

個人的にはアナゴが大好きです。煮アナゴのに

ぎりは美味しすぎる！これから江戸前のアナゴ

を食べるには蛮勇が必要です。福島の桃をはじ

め美味しい果物も用心して食べなくてはいけな

いとは！外食産業の一部は安い福島産のお米を

採用しているとか。安全基準が少し甘い日本の

基準値以下だけだと不安なので、セシウムの含

有量を提示してあれば納得して食べることもで

きるのだが。余命が短い老人は少しくらいなら

食べても良いかも、でもね～ せっかくの農家の方々のご苦労の産物を安心して食べられ

ないとは……。

原発に反対している私がこのような話をすると「風評被害」を広めて世間を惑わす悪い奴

とレッテルを貼られそうです。しかし、みんなで食べても危険性に変わりはありません。

赤信号、皆で渡れば怖くないとは全く違います。

では、西日本のものを食べていれば安心か？おおむね安心ですが岡山産の牛乳からセシウ

ムが検出されています。原因は汚染地域で安く仕入れた？牧草を牛に食べさせていたのが

原因です。話が飛びます。Ｈ２９年８月中ごろアメリカのアラバマ産の牛が狂牛病になり

ました。しかし、日本政府は何の対策も取らず、国民にも知らせていません。こんな政府

に国民の健康を委ねていると痛い眼に会いそうです。自分で調べて、知人と情報を知らせ

合って対応するしか方法はないようです。放射能で汚染された津波の廃棄物を全国で燃や

し煙と共にばらまき、灰はコンクリートに混ぜて使う。金沢市の対応は燃やしてばら撒く

ことなく埋立し、その後の処分方法は後日考える事にしたのは国策に対する苦渋の決断で

したね。国の方針は国民みんなで被曝の輪を作りましょう！被曝を共有しましょう！被曝

による病気の全国差を判らなくしてしまいましょう！と考えると納得できます。

このままだと誰がセシウムボールを摂り込み被曝被害を蒙るかはロシアンルーレットの世

界になります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

川きみよさんからの便り

ようやく修行のような学

校生活も終わり(毎日１０時

間の勉強生活)来週からやっ

と学校は午前だけになり、ホ

テルで午後から色々手伝うこ

とになります。ロータリーは

こちらに来てすぐ入会しまし

たが、年会費がなんと５千ペ

ソ(約11000円)あとはその都

度飲み食いなどにかかります
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がとにかく安いですし日本に帰りたくない物価です（笑）

こちらは食べ物は美味しいのですが、砂糖や脂が多いので基本は毎日自炊しています。体

調管理を何よりも重視しているので、ほとんどトラブルもなく３ヶ月が過ぎましたが本当

にあっという間でした。ロータリーもできるだけ参加するようにしてますが日本とはスタ

イルが違うことも多く戸惑うこともたくさんありますが、みんな明るいしとても親切にし

てくれます。ロータリーアンはどこにいっても素晴らしい人脈の集まりだと体感していま

す。一番最初に入会した時の誓いの言葉を述べてるとこと自己紹介をしてる写真を添付し

ました。またよく懇親会で色んな食事会やゲームがあるので楽しいです。とても不思議な

のはレギュラーミーティング(いわゆる例会

です)はロータリーソングや4つのテストは同

じなのですが、その後課題が始まったかと思

えば雑談になったり(恐らくです、ほとんど

タガロ語でみんな話すので聞き取れませんが

多分) 式次第にジョーキングタイムが組み込

まれており、ひたすらジョークを飛ばすだけ

の時間もあり３時間のロングタイムです。と

てもカジュアルでシリアスシーンは少ない。

ですが、先日フレンドシップ例会では飲んだ

り食べたりゲームをしたりでしたがなぜかゲ

ームはかなり真剣にやります、大人とは思え

ないくらいの真剣さで。フィリピン七不思議です（笑）

最初に入会した時に大事なことってなんだと思う？と聞かれました。『キミヨ、一番大事

なことはフレンドシップだよ』と言われとてもシンプルですがとても大事なことを教わっ

た気がしました。また定期的にご連絡します。みなさんがお元気でいらっしゃることを心

から願い、私もこちらで頑張ります！川きみよ

iPhoneから送信

金沢百万石RC後援のパイロットクラブのコンサート。
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10月の花

金木犀

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
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
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