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今日の例会担当委員会は、広報委員会です。大保木委員
長宜しくお願い致します。
本日も会長の時間も、前回に引き続きエネルギーの話で、
ＦＣＶ（燃料電池自動車）水素ガス車の話を致します。
ＥＶ（電気自動車）と比べて、航続走行距離が数倍良く、
充填時間は、ガソリン給油同様の短時間で、走行時に発生
するのは、水蒸気だけです。走行した感想は、ＥＶと遜色
ない乗り心地で、ＥＶに劣るのは、水素ガスの充填である
インフラの問題です。
水から水素を造り、水素ガスを燃焼させてそのエネルギ
ーで走行して水蒸気を
排出させる。究極のエ
コカーです。2015 年度
中に、100 ヶ所の水素
ガスステーションを設
置するそうです。
実用化に向けて着々
と進む燃料電池自動車
の研究・開発とインフ
ラ整備。この新たなエネルギー供給に従来のガソリンスタ
ンドがどれだけ関わりを持つ事が出来るか非常に関心が
あります。

＜幹事報告＞

◆会報担当 渡邊 修治
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◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ロータリーレートのお知らせ
４月１日より１＄＝９４円
・2013－14 年度ロータリー財団地区補助金奨学生募集
のお知らせ
・麻薬・覚せい剤乱用防止センター ニュースレター
・東ケ崎潔記念ダイアロハウス 募金趣意書
・2015－16 年度ガバナーノミニー決定のお知らせ
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名前：岡田 信春 所属クラブ：鈴鹿シティロータリ
ークラブ
○国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループ次期ガバナー
補佐より
・次期会長幹事懇談会開催のご案内
日 時：5 月 12 日（日）１１：００～
会 場：シティホテル美濃加茂
登録料：１０,０００円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
４月２５日(木)１８：３０～
夜例会の為 高山市文化伝承館
５月２日(木)休会 定款により

＜本日のプログラム＞
雑誌/広報/ＩＴ委員会
委員長

大保木

正博

先々月の「ロータリーの友」に、チェルノブイリ原発事
故の医療支援活動に参加されている医師で松本市長の菅
谷昭先生の講演要旨録が掲載されています。
福島原発の事故ではセシウム換算で実に原子爆弾 168
個分の放射性物質を放出しました。
今回は特に放射能の内部被ばくについて考えてみたい
と思います。
放射能被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの二種類が
あります。
原子爆弾等で直接放射能を浴びるのが外部被ばくです。
内部被ばくとは呼吸や食事を通して放射性物質が鼻・口か
ら肺に入り血液を通して色々な臓器や全身に散在してい
き、体の中からその放射性物質が放射線を出し、組織や細
胞が被ばくしていくことです。
人間は体の組織が成長するとき細胞分裂を繰り返しま
す。このとき遺伝子は非常に不安定な状態になりますが、
この時が一番放射能の影響を受けやすいと言われていま
す。このため細胞分裂が著しい、胎児を育てている妊婦や
育ち盛りの子供達に大きな影響が出ます。除染された土は
放置しておくことで長い間に染み出して野菜や水を汚染
し、そして人間の体内に入り込みます。内部被ばくは真剣
に考えなければならない問題です。
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今日見ていただく DVD は昨年大きな話題になったもの
です。皆さんの子供さんあるいはお孫さんの未来を思って
ご覧頂きたいと思います。
DVD「放射線内部被ばくから子どもを守るために」鑑賞
ただいまの DVD に
も出演してみえまし
た菅谷先生はチェル
ノブイリに深く関わ
ってみえますが、ベラ
ルーシでは事故から
25 年経った今も依然
として放射線量が高
く、これから先も見通
しは暗いそうです。福島の 25 年先が今のチェルノブイリ
と思えばいいという厳しい現実を直視すべきだと言われ
ています。高度に汚染された所は除染しても完全に除染し
きれず、重要なことは汚染廃棄物を拡散させないことだと
言われます。チェルノブイリでは廃棄物は 30ｋｍ圏内の
中に捨てられており、未だに立ち入りが禁止されているそ
うです。
東日本大震災・福島原発事故の後、被災地支援のために
全国的に震災ガレキ・除染土を受け入れ、リスクを分担負
担しようという相互扶助的な考えが顕著であった中、高山
市は受け入れではなく他の方法による支援をいち早く表
明されました。
考え方はいろいろあるでしょうが、この高山市の決定は
長期的見地から飛騨の未来の子供たちをも守ることに繋
がった大変賢明な英断であったと思います。
菅谷先生は、チェルノブイリ・福島原発で起こった事実
を考え、ロータリーの今後の活動に生かして欲しいと仰っ
ています。今回の原発事故に対する世界の見方は大変厳し
く、
「日本は唯一の被爆国で原爆による被害を受けたと言
いながら、今度は世界を汚した加害者ではないか」という
意見もあるようです。
ロータリークラブは減少傾向にあるとは言え、日本では
34 地区、2,301 クラブ、会員数 89,249 人（2012 年 1 月末）
と大きな力を持っています。

ポリオ撲滅も国際貢献の中で大変重要な活動ですが、唯
一の被爆国であり原発事故をも経験した国のロータリー
クラブとして、その大きな潜在力をもって、被災地の支援
と共にこうした問題にも取り組む活動をしていくべきで
はないでしょうか。

＜3 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
松之木映一
剱田 廣喜
大原 誠
＜夫人誕生日＞
西倉 良介
＜結婚記念日＞
下田 徳彦
清水 幸平
坂家 賢司
岩本 正樹
橋本 修
中田 学
冨士井忠男
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＜ニコニコＢＯＸ＞
今週末 土日の平塚湘南ＲＣとの交流会に参加される皆
さんご苦労様です。翌日の月曜日は通常通り例会が有りま
すので 3 日間ロータリーディーです。
足立 常孝

長男が国家試験に合格し無事今月から藤沢病院に研修医
として勤務することが出来ます。感謝の気持ちを込めてニ
コニコへ。
高木 純

昨日と一昨日、京都で会議でした。懇親会は、建仁寺祇園
丸山で京懐石を頂きました。大変美味しかったのですが、
改めて高山の食文化の高さを認識しました。やっぱ高山の
懐石はうまい！本日担当例会です。宜しくお願いします。
大保木 正博

結婚記念日の記念品をありがとう。

3 月 21 日に第一物産株式会社と第一建装株式会社と第一
建材株式会社の３社が事業統合しました。3 社が一体とな
って顔晴りますので今後もよろしくお願い致します。
島
良明
ウシマル電器へ嫁いでいる娘が助産師の国家試験に合格
しました。今後は、
「命を取り上げる仕事」顔晴ってほし
いと願っています。
島
良明

高原

武夫

先日は妻の誕生日に素敵な「花」をお贈り頂きありがとう
ございました。
大原 誠
妻の誕生日にお花をありがとうございました。丁度喧嘩の
最中でしたので良かったです。
新井 信秀
先日は、家内の誕生日にきれいなお花を頂きありがとうご
ざいました。
永家 将嗣
本日早退させて頂きます。
永田

富次

下田 徳彦

