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2017年10月のロータリーレートは１ドル＝112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

オープニング・コンサート

紹介者：東海林会員

今日はお二人のヤングピアニスト

をお迎えしております。

二人は金沢大学附属中学校２年

生、ペアを組んで４年ほどになります。

第３回・第４回いしかわ国際ピアノコンクー

ル 連弾部門において、銀賞を受賞。

その他、ピティナ・ピアノコ

ンペティションでも毎年優秀

な成績をおさめています。

先日、片町きらら 前に 金

沢市が設置した「まちかど思

い出ピアノ」のオープニング

・コンサートにも出演いたし

ました。

最初に 上杉 廉

（うえすぎ れん）

くん 我が百万石ロ

ータリークラブ 上

杉会長のお孫さんで

す。曲は メンデル

スゾーン：無言歌集

より ヴェネツィア

の舟歌 Op.30-6

続いて 杉原史緒梨（すぎはら しおり）さん

曲は ショパン：３つの新エチュード 第１番

最後に、二人で いしかわ国際ピアノコンクールで銀賞を受賞した曲をご披露させていた

だきます。曲は モシュコフスキー：「外地から」より ポーランド （連弾）

謝辞・謝礼

例会便り
第 892 回

2017.10.19（木）東急ホテル

出席率 24/47 51.06 ％

北クラブ出席数 20 名

百万石出席数 27 名

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0887 2017.10.26

．
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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

本日は久々の合同例会にようこそお越しいただき、また日頃は北クラブさん

にはお世話になりまして有難うございます。私達百万石のクラブは北クラブ

から生まれて今年２０周年を迎えることになります。本年度は周年記念を控

え、実行委員長を中心にクラブ全員で準備に入っているところです。世の中

は愛と絆で結ばれていて、親子の愛というのは何ものにも代えがたいもので

す。北と百万石もどんなことがあっても絆がきれないわけですので、仲良く

して時々愛を確かめて絆を深めるということが一つ大事なのではないでしょ

うか。甘えついでに来年の記念行事には北クラブの皆様にお力を貸していただきますよう

にお願い申し上げます。

４．金沢北RC 佐賀努会長挨拶

今日はお招きありがとうございます。高校あるいは大学の同級生がたくさん

おられまして、北クラブに入会して１４年程経ちますが、もし誘っていただ

いていたら、百万石へ入会していたかもしれませんが、今日は親クラブ会長

の立場でご挨拶をさせていただきます。親クラブからみますと、百万石は大

変特徴のあるユニークな子供に育ったなぁと思います。親として格別こうい

うことをしたということはないかと思いますが、元気なクラブに育って有り

難いと思います。何より女性会員が３０％と他にはなく、悪く言う人は”百

万石は女性に握られている”とある意味やっかみや憎まれ口、うらやましさも入っている

と思います。いうまでもなくロータリーは規約改正で参加しやすいクラブを目指していこ

うということで、会員の裾野を広げることも推奨されています。百万石はそういう意味で

は先端をいっているわけで、今後日本のロータリーの先進例になっていただくと、トンビ

が鷹を生んだということになりますので是非期待しています。

５．幹事報告・委員会報告 なし

６．ニコニコＢＯＸ 紹介 \22,000- 本年度\246,000- 残高\5,179,811-

北クラブ 佐賀努会長：今夜のお月見例会、百万石ロータリーとの合同

例会にて友好を深めて行きたいと思っています。

北クラブ 内堀茂会長エレクト・向峠仁志副幹事：百万石さんとの合同

例会はじめて参加させていただきます。懇親会を楽しみにしています。

上杉輝子会長：久し振りの合同例会、御出席ありがとうございます。増

々親睦が深まります様に今宵はお楽しみ下さいませ。

大路孝之副幹事：北ロータリークラブの皆さん、ようこそおいで下さい

ました。今日の交流を楽しみにしています。

助田忠弘会員：北の皆様よろしくお願いします。

西村邦雄会員：北ＲＣの皆様ようこそ楽しんで行って下さい。

藤間勘菊会員：北クラブの皆様今日はよろしくお願いいたします。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。金沢北クラブの皆様本日はお楽しみ下さい。

村田祐一会員：合同例会楽しみましょう！

点 鐘
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《 懇 親 会 》

進行：金沢北ｸﾗﾌﾞ友好担当

藤間勘菊会員

乾杯挨拶

北クラブ 内堀茂会長エレクト：本日は素敵なピアノ演奏から始まりました例

会も無事に終わりまして、いよいよ楽しみな懇親会を始めたいと思います。百

万石は２０周年ということですが、当クラブは来年４５周年を迎えます。今日

は各クラブの歴史を語り、色んな話をしながら合同例会を繋いでいくというこ

とも大切なことではなかろうかと思っております。

中締挨拶

武藤清秀会長エレクト：今日は北クラブと百万石クラブの合同例会ということ

で、お楽しみいただけましたでしょうか。我々のクラブも今年２０年、人間で

いうと成人を迎えお酒が飲めるようになります。反抗期も終えて大人の関係で

これからもゆっくりと懇親を深めていけたら有り難いと思います。

－ 最後に「Ｗｅ are Ｏｎｅ」で一本締め －

ロータリーソング「手に手つないで」

懇 親 会 終了

金沢市内クラブの例会変更のお知らせ

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 10/31（火）地区大会へ振替休会

香林坊ＲＣ 10/30（月）地区大会へ振替休会

みなとＲＣ 10/31（火）地区大会へ振替休会

百万石ＲＣ 11/2（木） 地区大会へ振替休会
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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 宮永満祐美実行委員長 大路孝之事務局長

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（今のところ）

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

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

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
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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）

金沢百万石RC後援のパイロットクラブのコンサート。

＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝

パストガバナーからの手紙 323回2017.10.26 炭谷 亮一

「世界経済の中の日本」

日本経済は世界経済の中で活躍しており、従って世界経済の動向に大きく影響を受けて

いる。今やほとんどの経済活動は、国内だけで完結しなくなった。世界の国々、地域と密

接に結びついている。結びつきの最たるものは貿易だが、もちろん貿易は現在でも重要だ

が、１９８０年代以降の大きな変化として、資本の国際移動が自由になり、その結果、巨

額の資金が国境を越えて日々やり取りされる様になった。

企業は海外に精算や営業の拠点を設けて活動を行っている。その為の海外投資を行ってい

る。また海外の国債、債権や株式にもさかんに投資活動を行っている。もちろん海外から

日本への投資もある。

そして、これらによって引き起こされる国際間の資金の流れによって、為替レートが毎日

変動しこれによって日本経済は大きな影響を受けている。又ビジネスや観光によって国境

を越える人々の流れが増加した。先進諸国特にアメリカでは１９９０年代以降経済活動の
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主体は製造業から非製造業へと移行し、産業構造が大きく変化をとげたが、日本は未だに

適切に対処しきれていない為、各種の調査結果を見てもこの２０年余り国際的地位を徐々

に低下させている。特に技術革新力の低下に目を覆いたくなる。

ＩＭＤの世界競争力ランキング（2016） ＷＩＰＯの技術革新力ランキング（2016）

順位 順位

１ スイス １ スイス

２ シンガポール ２ スウェーデン

３ 米国 ３ イギリス

４ オランダ ６ シンガポール

５ ドイツ １１ 韓国

６ スウェーデン １４ 香港

７ イギリス １５ カナダ

（８）日本 （１６）日本

日本は貿易立国ではなくなり又日本の消費者物価は、ほとんど輸入物価によって決定され

ている。少子高齢化によって労働人口が減少しているが、移民の受け入れや外国人労働者

の移入に消極的で世界の流れにうまく乗れていないのが実情だ。

世界経済は将来に向けて胎動し成長、変化を模索している。具体的な問題として以下のよ

うな問題を抱えている。隣国中国の成長と拡大による政治経済両面における日本の対処法、

トランプによるアメリカ経済の変化への対処法、イギリスの離脱によるＥＵの分裂は？ユ

ーロ危機は再燃するか？アメリカは依然情報技術の盟主として存在するか？新興国の経済

は？エネルギー問題と資源価格は？等である。

これらの問題は、日本経済に大変大きな影響を与えるのは必然であり、日本経済の将来を

考える上で絶対に無視出来ない。我々は努力して変化する世界の一翼を担える位に再び輝

ける日本になってほしいものだ。

被曝と癌化の間には ＮＯ.９ １０．２６． 村田 祐一

被曝により損傷された遺伝子はどうなるのだろう？

染色体切断が二重ラセンの片方だけなら、多くは正常再生するが、同時に両方切断される

と再生不可で突然変異の原因になる。その結果、変異細胞が出現するがそのほとんどはア

ポトーシスを起こし死滅する。死滅しないで生き残った変異細胞は癌化するが、多くは体

内のキラーＴ細胞により破壊され癌は消滅する。これらの関門をくぐりぬけたごく一部が

癌として成長しておおきくなり、手術などの医療対応となる。

代替医療としてビタミンＣその他の抗酸化物質摂取で予防がある程度可能だ。また、癌

の人が落語を聴いたり、山登りをしたりと趣味や楽しみに浸ると体内のキラーＴ細胞が活

性化する事が知られている。くよくよ考えこまないで身辺整理して好きなことに没頭する

のも良いようだ。

話が脇道に、先日亡くなられた金沢赤十字病院の医師は２０１５年３月に突然の下血で、

進行性胃癌がみつかり、余命いくばくと宣告された。しかし、「人生には終わりがある」

と再確認し、あきらめたことは多いが、逆に何をしたいかが分かった。そこで、がん患者

の居場所作りに取り組んだ。患者や家族が気軽に訪ね、自分は一人ではないことを確認で

きる場所。１６年１２月、金沢市に「元ちゃんハウス」をオープンした。病気になり、こ

うした施設が必須だと思い、仲間に支えられて、運営できた。目標を持ち、目標達成を生
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きがいに生活することで寿命も延びた。こんな生き方もある。

話を戻そう。被曝により障害を受けた妊娠初期の胎児は突然変異をおこしてさまざまな

遺伝子病を発症する。チェルノブイリ事故の９カ月後にはダウン症が一過性に増えた。

（下図参照）そのほ

かにも様ざまな遺伝

子病が現れたが重篤

なものは生まれて間

もなく死亡してい

る。これらは妊娠初

期の被曝が原因で

す。福島原発事故で

はこの遺伝子損傷を

恐れて多くの妊婦さ

んが妊娠中絶を行

い、死ななくても良

かった多くの生命が

失われています。

医学論文上におい

ても、1956年以来、1

00 mSv以下の被曝に

よる人体影響（発が

ん影響）を証明した論文は知られているだけでも多数あり、国際的には常識となっている。

自然放射線、CTスキャンを含む診断放射線、職業、原子爆弾による被曝状況など、全てを

網羅できないくらいである。一方、100 mSvに閾値があるという医学的根拠はなく、それで

も100 mSv以下は健康影響がないかのような政策が、現在、国内で実行されている。そうで

もしないと狭い国土では安全な地域への移住は不可能との政治的判断だと考えます。結果、

放射能管理区域（医療現場では厳重に管理、監視されているが）に今もって多くの方々が

住み続けざるを得ない状況に置かれている。

福島県等の政策に批判的なジャーナリストによる「100 mSv以下の被曝による健康影響は

よく分かっていないから、安全サイドに考えて対策を講じるべき」という趣旨の発言も、

科学的には誤った言い方である。放射線の人体での発がん影響は一桁レベルのmSvまでよく

分かっており、他の有害物質の影響と比較しても、人体影響が極めてよく分かっていると

言うべきである。例えば、診断放射線では、すでに1953年から1972年のデータで被曝量が

7 mSv以下の胎内被曝により出生後の小児がんの有意な増加があったし、また、自然放射線

では累積被曝量の違いが1 mSvあるいは5 mSvを超えると、白血病やその他のがんの有意な

増加が観察されている。

「今すぐには健康被害は出ません。国民の皆さん冷静に対処してください」といった政治

家がいました。嘘ではないが、パニックを回避するための「時間が経つと健康被害の恐れ

がありますよ」の言葉を省略した発言でした。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親睦会（会場変更例会）の開催について

１．日 時：2017年１１月３０日（木）１９時～

２．場 所：「JIM HALL(ジムホール)」 TEL：050-5283-8083

金沢市片町1-5-15 関ビル３Ｆ 

３．会 費：1,000円 ※この他にクラブ負担があります。
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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
10/26 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

11/9 オープンロータリー例会：Ｈ日航

11/16 金沢市副市長 細田大造氏卓話

【理事役員会】

11/23 休会

11/30 親睦例会：片町ジムホール
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