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2018年5月のロータリーレートは１ドル＝108円

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年度ガバナー

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．上杉輝子会長挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト なし

(2)ビジター

金沢南RC 浜上満（はまがみ みつる）様／香林坊RC 村野元孝（むらの もとたか）様

６． 今月の誕生者の紹介

１４日 浦田 哲郎（うらた てつろう）会員

１６日 魏 賢任（ぎ けんにん）会員

１７日 永原源八郎（ながはら げんはちろう）会員

１８日 小浦 勇一（こうら ゆういち）会員

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事：来週の例会場の変更についてお知らせします。

ホテル都合により、３F「孔雀の間」での例会開催となりますのでお間違い

のないようお願いします。また来週は理事役員会を行います。今年度と次

年度の理事役員の方はご出席をよろしくお願いします。

〔委員会報告〕宮永実行委員長：２０

周年の決算書ができました。日航ホテ

ルさんをはじめ色々な方々にご尽力い

ただき、また会員の皆様に力を尽くし

ていただいて、なんと黒字、十数万残

した黒字となりました。これで私もお役ご免とな

ります。どうもみなさん有難うございました。

例会便り
第 918 回

例会出席率 26/50 52 ％
ホテル日航金沢

2018.6.7
表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0913 2018.6.14

．
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８． ニコニコＢＯＸ紹介 \15,000 本年度\480,000- 残高\4,114,010-

金沢南ＲＣ第４９代会長 浜上満様：創立二十周年おめでとうございました。金沢南ＲＣ

も来年は５０周年を迎えます。これからも末長くお付合の程宜しくお願いします。

上杉輝子会長：村田先生、本日の卓話お聞きして少しでも勉強させて下さい。浜上満会長、

お約束通りメイクアアップに御来場頂きありがとううございます。

大路孝之幹事：村田先生、卓話よろしくお願いします。浜上様メイキャップありがとうご

ざいました。

石丸幹夫会員：村田先生のお話ですね。今後もよろしくお願いします。

大平政樹会員：村田先生の卓話楽しみにしています。

水野陽子会員：村田先生のお話楽しみにしています。

９． 卓 話

「 脳科学とたばこの経済学 」

村田 祐一（むらた ゆういち）会員

現在これだけいわれていても、間接喫煙防止がなかなか進まない、東京都が

少し頑張ったけれどもたばこのないオリンピックは程遠い感じです。

高橋源一郎さんという方がこう言っておられます。「誰かを論破しようとし

ている時の人間の顔つきは自分の正しさに酔ってるみたいですごく卑しい感

じがするから」対話はそれを通じて各人が自分を超えることを希ってなされ

る。相手へのリスぺクトと自己へののサスペクトがなければ成り立たないと

言っておられます。皆さんに教えるというのではなく情報提供ということで話をすすめた

いと思います。一緒に考えていただくと有り難いと思います。

抄録： 脳には報償系がある。ニコチンや麻薬は報償系のス

イッチをオンにして脳内麻薬を放出させ、気持ち良くさせ

る。快刺激は一時的で、何度も刺激を求め、依存症を作り出

す。仕事や勉学、スポーツなどでの達成感でもこの報償系が

働く。上手く利用すれば人生の

達人になれる。報償系をサポー

トするセロトニンが不足すると

うつ病になり易い。そのセロト

ニンの働きを助けるのがオキシトシンです。早寝早起き朝日

を浴びて規則正しい生活、楽しい家族、友人たちとの食事、

スキンシップでより良い人生が待っています。たばこによる

ニコチン依存症ではこの逆状態の生活様式が多い。ニコチン

依存症から抜け出る事が出来ない人は経済的にも生涯収入が、年金２０００－３０００万

円分も損をしているとの指摘がある。お金を使い健康を損ない短命。他人に強制喫煙を強

いるとは！？

ロータリアンを誇りに思うならせめて間接喫煙に配慮するべし。

ロータリー 集めて燻し 「わ」が軋む ではなく

思い遣る 心がつくる 友垣の「わ」

「わ」は輪であり和でもある。

１０．質疑応答

１１．謝辞

点 鐘

京都北東RC創立30周年記念例会について
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２０１８年５月２１日

会員各位 会長エレクト 武藤清秀 副幹事 井上正雄

京都北東ＲＣより創立３０周年記念式典・祝宴のご案内が届きました。先月の当クラブ２０周年記念

例会にも１３名の方にご出席いただいておりますので、多くの方にご参加いただきたくご案内申し上げ

ます。 なお、参加される会員の方にはクラブより１万円の助成があります。また、ご宿泊や参加行程

のお手配等は各自にてお願いいたします。

下記にＪＲの発着時間を記載しましたのでご参照ください。

【行きＡ】 金沢駅発 9：54 京都駅着 12：09 サンダーバード16号

【行きＢ】 金沢駅発 10：56 京都駅着 13：09 サンダーバード18号

【帰 り】 京都駅発 21：21 金沢駅着 23：29 サンダーバード47号

地下鉄烏丸線京都駅から国際会館駅まで20分、国際会館駅 4－2出口より徒歩3分

タクシーでは京都駅から平常時30分。（約￥3,500）

参加予定者：武藤清秀 井上正雄 井上純子夫人 上杉輝子 大路孝之 金沂秀 炭谷亮一 谷伊津子

仲島康雲 後出博敏 後出有美夫人 水野陽子 吉田昭生 （敬称略）

南光州RC第48周年記念および会長就任式への招聘状

남광주로타리클럽 가입인준 제 주년 기념식 및 회장 임원 이 취임식RI 48 ∙

일시 년 월 일 월∙ : 2018 6 25 ( ) 18:30 2018年6月25日（月）18:30

장소 데일리 컨밴션 층 비스타홀 광주 서구 상무대로∙ : 3 ( 687 ☎ 062-371-3500 )

場所 デイルリ コンベンション ３階 ビスタホール 光州西区サンム大路687

요청사항 년도 회장님 축사 부 프로필 사진포함∙ : 1.2018-19 1 , ( )

2018-19会長祝辞（写真添付）

참석자 명단2. 参加者名簿

기한 년 월 일 금∙ : 2018 6 15 ( ) 期日 2018.6．15

메일주소∙ E : nam-gwangju@hanmail.net

첨부 초청장 부※ 1 .

「会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会」の開催について

1.日時 ２０１８年６月２８日（木） １９時より

2.場所 『金沢茶屋 割烹つづみ』金沢市本町2-17-21（TEL：231-2225）

3.会費 １万円

※当日のお支払をお願いします。なお、会費は1.3万円ですが内3千円は例会費としてクラブ

より支出します。

※上杉会長・大路幹事・仲島会員・柿木会員・北村会員・大平会員は会費不要です。

金沢百万石ロータリークラブ賞

6月9日・10日

第42回 ピティナ・ピアノコンペティション 金沢西前期地区予選

が開催され、金沢百万石ロータリークラブ賞のトロフィーと賞状は、

３名の方に贈られました。上杉会長には、お忙しいところ表彰式にお

出ましいただき感謝申し上げます。

A２級(未就学部門) 松井奏子さん

A１級(小学1・2年部門) 末廣咲空さん、 安本さくらさん

石川県ピアノ協会長 東海林也令子

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー
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パストガバナーからの手紙 347回2018.6.14 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

地球は温暖化しているのか？

現在世界で問題となっている地球温暖化は、大気中の二酸化炭素濃度の増加が原因ではな

いか、という議論がある。その理由は、二酸化炭素には温室効果の機能があるからだ。

産業革命以後、人類の産業生産によって大量の二酸化炭素が放出されたことは事実である。

ところが、地球システム全体のなかでは、炭素が循環、移動、拡散するほうがはるかに大き

いのだ。

例えば、火山噴火は定量的に見ても大きく炭素循環に関与している。活火山から日々、火山

ガスとして大量の二酸化炭素が放出されている。現在大気中に存在する二酸化炭素の量は、

世界中に１５００個ほど存在する活火山から、約１万年間に排出される二酸化炭素の総量と

等しい。また海水に含まれる二酸化炭素は、約５０万年間に火山ガスとして排出される量に

匹敵するという。

以上のようにそれほどまで二酸化炭素が放出され続ければ、地球上では私たち生物はたちま

ち生きていけなくなる。しかし、現実にそうならないのは地球内部で大規模な炭素循環があ

るからだ。

長い時間軸の中で炭素はフィードバック機構を経ながら循環し、大気中の二酸化炭素濃度が

決まってきた。さらには、太陽は誕生以来、少しずつ明るくなってきた。それにもかかわら

ず、地球の温度はおおよそ４０億年の間、ほぼ一定に保たれてきた。時にはスノーボールア

ース（地球全体が凍結）のような時代もあったが、たいてい地球の表面は、液体の水が存在

できる温度だったのだ。これは、主に前述した地球に備わっている負のフィードバックシス

テムのおかげである。

たとえば、気温が上がれば大気中の二酸化炭素の量が減って、気温の上昇にブレーキがかか

るのだ。大気中の二酸化炭素は着実に減少しながら、この負のフィードバックに役立ってき

た。４０億年前の地球には、おそらく現在の数千倍から数万倍の二酸化炭素があった。カン

ブリア紀にも、まだ現在の１０倍から２０倍の二酸化炭素があった。それからだんだん減っ

てきて、現在二酸化炭素は大気の０．０４％しかない。これ以上減らすことはかなり難しく、

そろそろ限界だと言える。

しかしながら、太陽は今でも少しずつ明るくなり続けている。二酸化炭素が大気中からほと

んどなくなって負のフィードバックが効かなくなれば、地球の気温が確実に上昇し始めるだ

ろう。

地球はおおよそ４０億年間に渡ってほぼ温暖湿潤な環境と保ってきた。しかし、そこから外

れることがまったくなかったわけではない。その最たるものが前述したスノーボールアース

（全球凍結）である。

かつての地球は両極から赤道まで全球凍結を３回経験している。スノーボールアースは全生

物絶滅（９５％が絶滅）の危機に瀕した過酷な環境だった。しかしその反面、様々な生物が

進化出来た可能性がある。もしも地球がスノーボールアースにならなかったら人類は進化し

なかっただろうという研究者もいるくらいだ。スノーボールアースは生物にとって、ピンチ

であると同時にチャンスでもあったのである。スノーボールアース状態は二酸化炭素のおか

げで解消出来た。つまり地表が凍り付いていることに関係なく、火山活動は同じペースで起

こる。つまり火山ガス（二酸化炭素）が大気中に供給され続け、その二酸化炭素がある一定

の濃度を超えた時、温室効果でついに地球を覆っていた氷が解けたのだった。二酸化炭素は

地球や人類にとって悪い面ばかりでなく大変な利点でもあったのである。

今後の地球は、数十年から数百年のレベルで考えれば、人間の活動によって大気中の二酸化

炭素が増加し、温暖化が起こる可能性が高い。数千年から数十万年のレベルで考えれば、地

球に氷河期が訪れて寒冷化が起こる可能性が高い。しかし数億年レベルで考えれば、地球は

確実に暑くなっていくだろう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2018.6．2 百万石祭り あじさい

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 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
6/14 鶴賀 雄子氏卓話 3 Ｆ「孔雀」

新旧理事役員会 5Ｆ「松の間」
6/21 越田 理恵氏卓話 3Ｆ「ﾙﾐｴｰﾙ」
6/28 会長・幹事慰労会＆新入会員

歓迎会 金沢茶屋 割烹つづみ
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