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2016 年 11 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

ＲＩ会長テーマ：
「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長
ジョンＦ．ジャーム
チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」
ＲＩ第 2610 地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）
点 鐘
１．ロータリーソング
第 852 回
『 我等の生業 』
ホ テ ル日 航 金 沢 ５ Ｆ
２．四つのテスト
11.10 （木） 19:00 ～
３．若狭豊会長挨拶 １１月に入り
例 会 出 席率 27/46 58.69 ％
肌寒く感じる日が続きます。集団風
10 月 の 平 均 出 席 率 63.89 ％
邪でクラス閉鎖というところもでて
布施美枝 子 ＳＡＡ
いるようです。先日１２日に白山石川ロータリー
クラブ１５周年式典に行ってきました。前半は例会形式で後半は祝賀会形式で市長・町長はじめガバナ
ー・パストガバナーを招いて太鼓のアトラクションなど盛大でした。
４．ゲストのご紹介
〔卓話者〕日本海航測株式会社 営業部 担当グループ長 今井 克士（いまい かつし）様
５．ビジターのご紹介 なし
６．皆出席顕彰：３８カ年 石丸幹夫会員
１８カ年 金沂秀会員 ２カ年
魏賢任会員

例会便り

７． 幹事報告・委員会報告
〔幹事報告〕 武藤清秀幹事
①本日例会終了後、「松の間」において理事役員会を開催いたします。
②来週の例会場は３Ｆ「ルミエール」です。
③来週までに新年合同例会（1/11）のご出欠を事務局までご連絡ください。
〔委員会報告〕魏賢任会員：11/6 地区拡大増強委員会に参加してきました。 入会要件緩和についての話
がガバナー等からありました。９月現在の金沢８クラブの会員数を報告します。金沢１
１９名、東１０３名、西５２名、南５６名、北４９名、香林坊１１２名、みなと４２名、
百万石４７名ということでした。
これから入会の確約をいただいている方から申込書をいただく予定です。運がよければ
３名の確約をいただけると思います。５０名のクラブが目の前にあるので、情報を教え
ていただけたら金委員長と動きますので、よろしくお願いいたします。
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ニコニコＢＯＸ
紹介 ¥13,000- 本年度¥215,000- 残高￥ 6,252,206若狭豊会長：皆様インフルエンザ感染がボツボツ出るようになりました。お気を付け下さ
い。本日の卓話 今井克士様よろしくお願いします。
武藤清秀幹事：今井さん、卓話よろしくお願いいたします。楽しみにしています。
石丸幹夫会員：どうやら３８ケ年皆出席出来ました。みなさまのおかげです。
上杉輝子会員：すっかり朝晩冷え込んで参りました。皆様おかぜ召しません様に！！今井
様本日はようこそお話楽しみにしています。
表靖子会員：今井さん今日は卓話楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
魏賢任会員：皆さまこんばんは。今井先生のお話を楽しみにしています。会員５０名のクラブの実現に
皆さまのお力添えをお願いします。
８．

９．

講話の時間
『 わかりやすい発掘調査の話 』

今井

克士（いまい

かつし）様

紹介者：表会員 発掘調査事業部を持つ金沢本社の測量会社に勤務。営業部在籍。近年、公共
機関の文化財行政において、民間企業の活用が活発化しており、発掘調査の民間委託などが増
加傾向にある。そのような背景の中でビジネスチャンスを取り逃さぬ様に顧客への積極的提案、
社内体制構築などに尽力している。言うなれば発掘調査のセールスマンの方です。私との関係は、お仕
事がお忙しくてなかなかお稽古に来られないお茶の生徒さんです。
卓話内容概略：いまほどご紹介いただきましたが、
発掘調査というあまり皆さんに馴染みのない仕事
について、わかりやすく話し
ていきたいと思います。埋蔵
文化財とは土の中に埋まって
いる文化財のことで、遺跡と
いわれる場所は昔の人が住ん
でいた柱の跡や生活の痕跡を
掘り起こし、昔の人々の生活
を明らかにしていく作業です。
文化庁ＨＰからの抜粋ですが、全国約４６万箇所
あるといわれ、毎年９千件程度の発掘が行われています。北陸３県では石川の発掘調査の件数が多くな
っています。
発掘調査には本調査の前後に作業がありまして、実際そこにあるかどうか地表面からわからない遺構の
所在を確認するための試掘調査、いわゆるためし掘りということを行います。学術調査というのは、道
路や鉄道の開発に伴うものではなく、純粋に遺跡を保存する目的で行われます。今私共が行っているの
は、緊急調査というものでして、地方公共団体等が例えば道路などを作って破壊する前に、どんな遺跡
だったと記録・保存するために調査するというものです。
なぜ発掘調査が必要かというと、土木工事等の開発事業の届け出等
があった場合、発掘調査を行なって遺跡の記録・保存しなくてはな
らないと、文化財保護法で定められているためです。
石川県内の発掘調査は５０件程度、ほとんどが道路や宅地の開発に
伴うものです。行政も人手不足になっており、今後は民間委託が増
えていくのではないかと思っています。ＩＣＴ技術の活用でドロー
ンなど先進的な機械を用いた作業の効率化が求められ、専門の業者
が必要になってくると思います。発掘調査は土木工事や測量など専
門的な技術が必要で、これまでは行政主体で行なわれていましたが、
進み方が遅いなどで分業化も進むと思われます。
最後に発掘調査の成果としては、考古学という歴史を紐解く学問という側面もあり、歴史的に新たな発
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見もなされております。例えば縄文時代がいつからいつまでかということも議論されておりまして、発
掘調査を行うことによって、変わっていっています。教科書検定でももめたそうです。そういうことを
決定づける要因として発掘調査が行われているということです。邪馬台国論争でも、九州説や畿内説な
ど決着がつかない事例もあり継続的に調査・研究しなければならないということでです。発掘調査とは
我々現代人の起源をたどる行為で、太古の人々の暮らしや他の地域との交流が見えてきます。歴史文化
遺産は他にかえ難い貴重な財源であり石川県・金沢市の魅力を発信する上で欠かせないものです。県民
・市民の文化財に対する関心が高まり今後も恒久的な調査・研究が継続されることを望んでいます。
１０．質疑応答

１１．謝辞・謝礼
パストガバナーからの手紙
283 回 2016.11.24
「ユダヤ人はなぜ知能が高いのか」

点
炭谷

鐘

亮一

過去１１６年の歴史をもつノーベル賞の科学分野においてアインシュタインをはじめユダヤ人が１/４
以上を受賞している。ユダヤ人は世界人口のわずか６００分の１にも満たない。アメリカの人口の３％
に満たないユダヤ人達がアメリカ企業のＣＥＯの約２０％を占めている。又アメリカの名門アイビーリ
ーグの学生の２２％を占めている。
以上をかんがみ「ユダヤ人はなぜ知能が高いか」の謎に迫ったのが、物理学者グレゴリー・コクランと
集団遺伝学に転じたヘンリー・ハーペンディングだ。
彼らは頭初以下の２つの事実を挙げている。
①ギリシア・ローマ時代において「ユダヤ人の知能が高い」と記述した文献は皆無で並外れて賢いとさ
れたのはギリシア人だった。
②イスラエルにおけるＩＱ検査などからわかったのはきわめて知能が高いのはアシュケナージ系のユダ
ヤ人だけで、かつてスペインに住んでいたセファルディや中東や北アフリカで暮らしていたアラブ人の
様な風貌のミズラヒムなど、それ以外のユダヤ人の知能は平均と変わらない（例えばヨーロッパ人の平
均的な偏差値は５０とするとアシュケナージ系は偏差値は６０に相当に明らかに差異がある）。
さてこのアシュケナージとは「ドイツの」という意味で、ライン川沿いのユダヤ人コミュニティを発祥
とし、その後ポーランドやロシアなど東欧諸国に移り住んでいった。
イスラム圏で暮らしていたユダヤ人に比べてアシュケナージには際だった特徴があった。ヨーロッパに
おける激しい差別によって人口の増加が抑えられていたことと、キリスト教で禁忌とされていた金貸し
で生計を立てざるをえなかったことだ。こうした条件にユダヤ教独特の多民族との婚姻の禁忌が加わる
と、数十世代のうちに知能に関する遺伝的な変異が起きてもおかしくないとコクランとハーディングは
述べている。
金融以外に生きていく術がないとしたら数学的知識（計算能力）に秀でていた方が有利だから、ヨーロ
ッパのユダヤ人の富裕層は平均よりほんのすこし知能が高かったのだろう。
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ユダヤ人はもともと多産で、裕福なユダヤ人は飢饉の時も生き延び、平均よりも多く子供を産んだ。ユ
ダヤ人の虐殺や追放によってヨーロッパのユダヤ人の人口の増加は抑えられていたが、だからと言って
絶滅に向かうのではなく、多産によって１世代２世代で人口は回復した。多難な時でさえ、知能の高い
ユダヤ人は追放先で真っ先に経済的に成功し、大家族をつくるのに有利だったはずだ。ＤＮＡ分析によ
って今日のアシュケナージ系ユダヤ人は祖先である中東人の遺伝子をいまだに５０％近く保有している。
これは過去２０００年間における混血率が１世代あたり１％未満であったことを示しており、ここまで
同族結婚が極端だと、有利な遺伝子的変異は散逸することなく集団内に蓄積される。
アシュケナージ系の高い知能は、皮肉にもヨーロッパにおけるきびしいユダヤ人差別から生まれた産物
だったのだ。
負の面もありアシュケナージはティーサックス病、ゴーシュ病、家族性自律神経障害、２つの異なる乳
ガン遺伝子と言った、まれで重篤な遺伝病を持つ確率が高いことが知られている。
最後に世界中で経済格差が広がったと学者・エコノミスト・マスコミ関係者・更には与野党の政治家達
までもが声高らかに叫んでいる。
努力してもしなくても格差のない社会をつくりたいと考えているのだろうと思う、私はなぜこんなにも
格差社会になったのか、答は簡単である。経済格差とは知能の格差によって生じると断言出来る。今回
アメリカでもヨーロッパでも中国でも日本でも極言すれば知能の高い人間が知能の低い人間を搾取して
いる。マルクス理論によって革命を起こし成功して社会主義国、共産主義国になろうとも結果は同じ格
差社会が出来て来る。比較的格差の少ない北欧の様な高負担・高福祉の社会を目指せば良いのかな、残
念ながら日本はちと人口が多過ぎて私の友人の岩倉氏などは北欧型の国家は日本では実現出来ないと断
言している。
さて私自身お金持になる努力はすでに２０年前からあきらめている。（お金を使う努力のみ）。今の私は
すでに引退の身ゆえ、東京の片隅で細々とひっそりと静かに酒をあおって生きることにする。

『クラブ年次総会』の開催について
会長 若狭 豊
会長ｴﾚｸﾄ 上杉 輝子
指名委員会において選出されました次年度の理事・役員につきまして、会員の皆様からご承認をいた
だきたく、下記のとおり『クラブ年次総会』を開催いたしますので、ご出席いただきますようご案内申
し上げます。 また、ご欠席の場合でも理事・役員へのご指名をさせていただくこともあるかと思います
ので、ご承諾下さいますようお願いいたします。
日 時
１２月１日（木）19:00
例会点鐘
19:30 ～ 20:00 年次総会
※卓話はありません
場 所
ホテル日航金沢 ５階「松の間」
年忘れ例会のご案内
クラブ管理運営委員長 東海林 也令子 親睦委員長
井 上 正雄
１．日時 １２月１５日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）
２．場所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣
３．会費(1)会員 6，000 円(2)ご同伴者（成人）9，000 円(3)お子様（大人料理）6，000 円
(4)お子様（子供料理）4，000 円
４．その他
(1)オークションに出品される方は、当日出品票（別紙）を添えて品物をお
持ち下さい。
なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きま
す。
(2)飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。
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実りの晩秋

クラブ例会予定
11/24 勝山達郎会員
12/1 年次総会（卓話なし）
12/8
村上咏実子会員
12/15 年忘れ例会
12/22 服部敦史氏
1/11（水）８ RC 合同新年例会
1/26 石田寛人氏
元チェコスロバキア大使

2016 ～ 17

役員・理事・委員会

(役員） 会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之
会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任
（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長川きみよ
会員組織委員長 金沂秀
広報委員長矢来正和
常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子
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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏
親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎
衣川昭浩 山崎正美
例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子
SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之
ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和
友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏
富山西 RC との交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲
金沢北 RC との交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹
その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 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：川きみよ
副：大路孝之
職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹
社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子
野村礼子 水野陽子
国際：
世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄
描き損じハガキ ◎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 上杉輝子 大路孝之 土田初子
青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生
直前委員長: :水野 陽子
会員組織委員長：金 沂秀
副：魏 賢任
会 員 増 強 ： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男
修 練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満
木場紀子 吉田昭生
直前委員長 金沂秀
広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子
広報: ◎上杉輝子 西村邦雄
矢来正和
ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子
会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子
直前委員長 藤間勘菊
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

金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】
カウンセラー 炭谷亮一

【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之

【危機管理委員会】医師

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
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
事務局員 西村有里 幹事 武藤清秀
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石丸幹夫

木曜日 19：00

木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日)

