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白山ＲＣ創立４０周年記念式典のお知らせ
白山ＲＣが創立４０周年の記念式典、及び祝賀会を執行され

ます。各ＲＣ会員宛に出席依頼の案内がきております。出席を
ご希望の方は、２月２２日（木）までに事務局までお申し込み
下さい。
日時 平成１９年４月１４日（土） 場所 グランドホテ
ル松任
式次第 登録受付 １０時～ 記念式典 １１時～ 記念祝賀
会 １２時半～ 登録料 ７，０００円

ＧＳＥ（Group Study Exchange:研究グループ交換）について
ＧＳＥとは ロータリー財団の教育プログラムの１つであり、異なる国の二つのロータリー地区が組み合わされ、
ロータリアンでない４人のチーム・メンバーおよびロータリアン１名のチーム・リーダーからなる専門職業の研究
グループを互いに派遣し、受入合います。専門職務経験の浅い事業人又は、職業人が異文化に触れ、職業交換を体
験する機会です。ロータリアンにとって、ロータリーの世界的指命を高める機会でもあります。
今年は、フランス北東部ＲＩ第 地区との間で、３月に当地区から派遣し、４月に受入の予定です。1790
石川第一分区の受入期間（４／１８－２１）の募集事項 ①石川第一分区内でホストファミリー ②企業研修の
受入先 ③例会出席受入クラブ 申込み〆切 ２／８（木）

金沢市内ＲＣの例会変更
RC 2/14 RC 2/5 2/19金 沢 金沢東 （（水）ＩＭに振り替えのため休会 月）新春懇親例会 ： ～ 松魚亭18 30

（月）ＩＭに振り替えのため休会 （金）ＩＭに振り替えのため休会 （金）５ＲＣ夜間例会金沢西 RC 2/9 2/16
～ 都ホテル （火）ＩＭに振り替えのため休会 （木）ＩＭに振18:30 金沢南 金沢北RC 2/13 RC 2/15

り替えのため休会 （木）夜間例会 ～ 松魚亭 （月）ＩＭに振り替えのため休会2/22 RC 2/518:30 香林坊
（火）→ （金）に振り替え５ＲＣ夜間例会 都ホテルみなと RC 2/13 2/16 18:30

クラブ例会出席状況（１月末現在）
★通算皆出席
石丸会員 ２８年３ヶ月 谷会員 ８年５ヶ月 金会員 ８
年３ヶ月 西村会員 ４年７ヶ月
★皆出席３ヶ月以上
村田会員 ４年４ヶ月 江守巧会員 ２年１０ヶ月 江守道子会
員 １年３ヶ月
野城会員 １年１０ヶ月 宮本薫子会員 １１ヶ月 齋木会員
５ヶ月
北山会員 ４ヶ月 炭谷会員 ４ヶ月 水野会員 ４ヶ月
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．

例会 予定
島村正喜様（県中央病院泌尿器科12/1

医師 「性感染症について」）
鈴木艶子様（夢らく商事社長）2/8

《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22

メイク・ア・ウイッシュオブジャパンよりの感謝状
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点鐘
ロータリーソング
『 我等の生業 』
四つのテスト

先週は県医師会の勤務会長 挨拶
医委員会があり私が役員をしておりロ
ータリーを欠席しました。
本日卓話にお見えの県立中央病院の島

。 、 。 。 、村先生は僕や村田会員の同級生です 安部内閣の閣僚の発言には 目に余るものがあります まず 久間防衛大臣
イラク開戦のことに続いて、沖縄普天間飛行場のこと 続いて高市沖縄担当大臣は沖縄の振興事業費を米軍基地移
設の進行状況を見て支払うと言い、そしてとどめが柳沢厚生労働大臣の女性を子供を生む機械に例えたことです。
すぐに発言を撤回したとは言うもののひどすぎます。いくら短命内閣とは言われていてもお粗末でアホな政治家が
多すぎます。
クラブの例会にお見えになった金沢ミリオンスターズ木村社長三から電話があり「新球団の株主となってくださ

る方をしょうかいしてください 」とのことでした。因みに金額を聞くと一株１００万円と言うことでした。。
特別ゲスト 今月の誕生者の県立中央病院 泌尿器科 島村 正喜（まさよし）先生

宮永 満祐美（まゆみ）会員 木村 陽子 会員 土田 初子 会員紹介 2/15 /22 /24
江守 道子 会員/25

《 食 事 》
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

８ＲＣ幹事会報告（金沢８ＲＣ新年合同例会決算報告、江守幹事
金沢市善行児童生徒表彰（各クラブ負担金＠ ) ＧＳＥ（研究グルー10,250 ,
プ交換）受入（ホストファミリー）のお願い）

１２月に５万円を寄附したメイク・ア・ウイッシ水野新世代委員長
ュオブジャパンより感謝状が届きました。

9,000 458,740 5,310,760-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
今日は、島村先生の卓話を楽しみにしています。２８日に次女が結婚しました。クラブか江守会長・幹事

ら電報を頂きました。

島村先生ようこそ。本日の講話有難うございます。明日は、近くの小学校で性教育の話し合いが石丸会員

あります。助かります。 初出席です。新年早々門下生の竹田りこのちゃんがショパン国際ピ東海林会員

アノコンクールインアジアのアジア大会で金賞を頂き、私は指導者賞を頂きました。今年も宜しくお願い申し

上げます。 東山の懐華楼から新しくポストカードが売り出されました。写真の撮影は、私で前田会員

す。お出かけの折には、お買い求めを！！ 島村様 卓話楽しみにしております。宮永会宮本薫子会員

員、木村会員、土田会員、道子会員、お誕生日おめでとうございます。

県立中央病院 泌尿器科 島村 正喜（まさよし）先生講話の時間 『性感染症について』
． 、ある高校の生徒の性体験者率は 高３ 男２９ ７％

． ． ． 。女３８ ６％で高１ 男１１ ７％ 女１５ １％です
高校１年の夏休み前には教育をすべきです。また援助

交際経験は北海道石狩地区で 高３ 男１．２％ 女
４．７％ です。コンドームをいつも使用は２８％ 使
わない１４％です。宮崎県の大学専門学校生 ４人以上
との性体験者は３０％以上 です。 性体験は低年齢化
し、しかも不特定多数との関係でＳＴＤになりやすい。
此の原因は雑誌、インターネットで情報が氾濫しているせいでしょう。 ここ１０年間日本
での性病はふえつづけています。こんななさけない先進国はありません。 主な性感染症とし
ては ①淋菌性尿道炎 ②淋菌性尿道炎 ③尖型コンジローマ④性器ヘルペス ⑤梅毒

⑥ＨＩＶ（エイズ） ⑥Ｂ型肝炎 があります。
淋菌性尿道炎： 潜伏期７日＞ 膣のみならず 咽頭よりオーラルセックスでも感染します。 耐性菌が問題で
パートナーの検査も必要です。
淋菌性尿道炎： クラミジア トラコマチス １～３週間の潜伏期で 膣 咽頭から感染しますが 女子の８０％
が症状なしです。 ファッションヘルスなどでオーラルセックスで感染します。骨盤炎 肝周囲炎 不妊症になり
ます。男：女１：２．５ １１０万人います。
ヘルペス： 痛い
尖型コンジローマ：ウイルス３Ｗから８Ｍ子宮癌の原因となる。
ＨＩＶ： 長期間 無症状で ＮＨＫなど薬害ばかりを宣伝しています。おさえるだけの薬ならあります。

点鐘自動車には運転免許証 セックス免許証は コンドームとなりますか？

5F409 回ホテル日航

2007.2.1
出席率 ％19/36 52.78
月の修正出席率 ％12 84.26


