
 
 
 
 
 
 
 

第 1671 回例会  

平成 23 年８月 29(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

塩路ガバナー補佐訪問 クラブ協議会 

 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介  

ガバナー補佐 塩路 良一様（御坊 RC） 

４．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 38 名 

  出席率 63.33％ 前回修正出席率 76.67％ 

  

５．会長スピーチ     会長 田村 健治 君 

本日はガバナー補佐の塩路 

良一様、お忙しい中、お越

しいただき、有難うござい

ます。クラブ協議会よろし

くお願いいたします。 

先週に引き続いて放射線

の話をします。世の中には

怖いものがいくつかありま

すよね。昔から「地震、雷、

火事、おやじ」とよく言われますが、戦争、放射線、

癌等がその際たるものでしょう。これらは目に見えな

かったり、不気味なので余計そう思うのでしょう。 

 東日本大震災に伴う福島原発事故以来、低線量放射

線による人体への影響については、多くのことについ

て報道されてきています。しかしながら微量の放射線

がどこまで安全なのか、納得のいく説明はされていま

せん。その原因のひとつは、低量の放射線による人体

影響についての科学的根拠が、ほとんど未だ解明され

ていないからなのです。 

 現在のところ、広島・長崎の原爆被爆者についての

疫学的調査が、量的にも質的にも最も信頼性の高いデ

ータです。この調査では、100m シーベルト以上の被

爆では発ガン等の放射線障害の増加が、統計上有意に

認められていますが、それ以下の線量では確かではな

いのです。したがって一般的には「100m シーベルト

以上の被爆による発ガン率の増加は 0.5%ぐらいの程

度なので、それ以下の放射線量の被爆は気に留める必

要はない」と説明されています。 

 病院で放射線を使う検査を受ける場合、これは医療

行為であり、患者さんに明らかな恩恵を与えられるた

め、この説明で充分納得していただけます。しかしな

がら原発事故による放射線汚染による被爆は、医療行

為のような恩恵とはまったく異なった環境影響問題

であり、たとえきわめて低い可能性であっても放射線

障害が起こりうることを一般の方々に納得していた

だくのは極めて困難です． 

 一度ばらまかれた放射線物質は煮ても焼いても消

えません。半減期といって、ヨー素などの様に比較的

短い間に減っていくものもありますが、セシウムのよ

うに 30 年経ってやっと半分になるものもあります。

しかし放射線の強さは距離の 2 乗に反比例するので、

原則として人の住む場所から出来るだけ遠ざけてし

まうか、人のほうが近寄らなければ良いのです。 

 放射線は目に見えないので怖いとよく言われます。

しかしながら、実際には検出器によりたやすく検出で

きます。その事がかえって放射線の怖さを増幅してい

ます。長時間連続して全身被爆を受けると比較的少量

の放射能でも死亡率は高くなりますが、環境汚染のよ

うな部分的被爆では、健康の影響をどのように説明し

ていくかは極めて難しい問題となっています。 

 

６．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
高野山ＲＣ  9 月 9 日(金 )→ 9 月 9 日(金) 

 京都 貴船  納涼例会 

和歌山北ＲＣ 9 月 12 日(月) → 9 月 14 日(水) 

 19：00～ ルミエール華月殿５F 

粉河ＲＣ   9 月 14 日(水) → 9 月 14 日(水)  

18：30～ 観月例会 

ロイヤルパインズホテル 

         9 月 28 日（水）→ 9 月 29 日（木） 

12：30～ 粉河ふるさとセンター    

ガバナー公式訪問 岩出 RC との合同例会 

有田ＲＣ    9 月 15 日（木）→ 9 月 10 日（土）

18：00～ 夜間月見例会 

有田川町地域交流センターALEC 
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和歌山中ＲＣ  9 月 16 日（金） → 9 月 16 日（金）  

18：30～ 国際交流パーティー 

マリーナシティー ヨットクラブ２F 

        9 月 30 日(金) → 9 月 30 日(金) 

18：30～ 和歌山東南 RC と合同 

黒潮市場 シーサイドビアガーデン 

 

和歌山西ＲＣ  9 月 28 日（水） → 9 月 27 日（火） 

12：30～ ダイワロイネットホテル 

     和歌山ＲＣ 和歌山アゼリアＲＣと合同 

和歌山東南ＲＣ 9 月 28 日（水）→ 9 月 30 日（金）

18：30～ 和歌山中 RC との合同例会 

黒潮市場 シーサイド バーベキュー 

岩出ＲＣ    9 月 29 日（木）→ 9 月 29 日（木） 

粉河ふるさとセンター 

ガバナー公式訪問  

粉河 RC との合同例会 

○休会のお知らせ 

海南ＲＣ  ８月３１日（水） 

有田ＲＣ  ９月２２日（木） 

○９月ロータリーレート 

  １＄＝７８円  

 

７．ガバナー補佐卓話   塩路 良一様（御坊ＲＣ）     

 御坊クラブの塩路です。

年度末そして７月新年度

早々にご挨拶にお伺いすべ

きところ、遅くなりました

がまずは、田村会長・山畑

幹事様はじめ皆様新年度ご

就任おめでとうございます。

奉仕活動にそれぞれご尽力

をお願い申し上げます。 

 さて、昨年度はガバナーエレクトの問題で、地区が

大層混乱しましてクラブにご迷惑をお掛けいたした

ことを、ここにおわび申し上げます。１年前の８月に、 

その人に犯罪歴があることが判明し、米田ガバナーが

面談のうえ、その人は辞退することに一度は決まった

のです。そのあと、選考の仕方に不備が判明したこと 

から、地区見解として「ガバナーエレクトもノミニー

も存在しない」との通知を１２月１３日付けで出しま

した。これらに抵抗してその人をどうしてもガバナー 

にしたい、とする勢力に手を焼いたわけでしたが、よ

うやく４月になって、その人と米田ガバナーが再度東

京のＲＩ日本支局で面談して、地区の改革を米田さん 

に託してその人は身を引きました。 

 就任すべきガバナー候補が 2640 地区から居なくな

り、就任日まで３か月を切っていたことからＲＩの規

定により、当地区ガバナーはＲＩ理事会が選考してＲ

Ｉ会長が直接任命することとなり、大澤徳平パストガ

バナーが任命されたのです。 

急な人事であることから地区体制が整わず、ガバナ

ー補佐は原則全員留任と決まり、小職も辞退できずに

昨年度に引き続き、補佐としてお世話させていただく

ことになりました。 

８．クラブ協議会 

本年度の会長、

副会長の活動方

針、各委員長の

活動計画の発表、

最後に塩路ガバ

ナー補佐の好評

がありました。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

    第 1672 回例会 23 年 9 月 5日(月) 

     海南商工会議所 ４F 18：30～ 

大澤ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

岩井 克次君   二人目の孫が生まれました。 

塩路 良一様  昨年度に引き続き、どうぞよろしく

（御坊ＲＣ）  お願いします。 
 
 
 
 
 
新事務総長が 

財団支援の大切さを率先して示す 
 

7 月にＲＩの新事務総

長に就任したジョン・ヒ

ューコ氏がポール・ハリ

ス・フェローとなり、ロ

ータリー財団への支援を

率先して示しました。 

ヒューコ事務総長はさ

らに、継続的に財団を支援するため、TRF ダイレクト

（現在は北米のみ）に登録しました。TRF ダイレクト

とは、銀行引き落としまたはクレジットカードで、財

団に直接、オンラインで定期的な寄付が行えるシステ

ムです。「ロータリー財団は、長年にわたって財政的

健全性を保ち、世界有数の財団へと成長してきまし

た」「ポール・ハリス・フェローの襟ピンを身に付け

られることを誇りに思います。現在、約 75％のロー

タリアンが財団に寄付を行っていませんが、今後、ロ

ータリーの人道的活動を支えるために財団に寄付し、

TRF ダイレクトを利用してくださることを願ってい

ます」財団への寄付がなければ、ロータリーが「ポリ

オのない世界」という約束を果たし、「健康状態を改

善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通

じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにする」

という財団の使命を遂行することはできません。ロー

タリー財団へのご支援をよろしくお願いいたします。  

クラブ会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


