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グリーンはクラブカラー 

 

「私の職業の材料」 

会員 山本 真也 

 

 私の主に扱っている石材は、花崗岩
かこうがん

（みかげ石）、

大理石です。用途としては、墓石、彫刻もの（地蔵

さん、観音さん等）。庭石、手水鉢、参道石積み等

であります。生活に近いものとしては、まな板、臼

（米粉、そば粉、扶茶、それぞれ目立ての角度寸法

が違います。）それぞれ使用目的、場所等で使う石

材が変わってきます。 

今回は、その種の中でも恐ろしい石について書きま

す。恐ろしいと申しましても近づいたり身につけた

り食べたりしない限り大丈夫です。 

 まず、アスベストを含む角閃石
かくせんせき

系と蛇紋石
じゃもんせき

系に分

類される深い緑の美しい白石綿
いしわた

、青石綿。カドミウ

ムを主成分とするグリーノッ

カイト、黄色が美しい大分県で

もとれる石です。六価クロムを

含む紅鉄鉱、シベリアの赤と 

呼ばれた美しい石。ウランを含む閃ウラン鉱。タリ

ウム、水銀、砒素を含む妖しい赤白色のガルハヤ石、

ロシア、アメリカ産。 

 有毒物でも多いのが砒素を含む石達です。自然砒

素は、単体では毒性が少ないが、亜砒酸等の化合物

になった時には、猛毒になります。以下 

 

金米糖石
こんべいとういし

（かわいい名前とうら

はらです） 

鶏冠石
けいかんせき

（井戸水に溶け、一村中

に被害が出た事も） 

毒鉄鉱、レグラント、スコロド

等々。日本で産出する石もあり

ます。砒素を含む石は、熱せら

れるとニンニク臭を出すので葱

臭石とも呼ばれます。 

御希望の方がおられましたら…。

２０１３－１４年度 

国際ロータリー会長 

ロン D．バートン 

 

第 2650 地区ガバナー 

坂本 克也 

会長(理事) ·········· 杉﨑 則夫 
会長エレクト(理事)··· 小野 富造 
直前会長(理事) ····· 松井 信五 
副会長(理事) ······· 渡辺 剛士 
幹事(理事) ·········· 坂田  均 
クラブ管理(理事) ···· 岩本  一 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路  徹 
新世代(理事) ······· 森  俊次 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

職業奉仕(理事) ····· 清水 泰博 
国際奉仕(理事) ····· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 吉田 武雄 
会員増強(理事) ····· 横尾 浩志 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 井川 正隆 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野 俊雄 
副幹事 ·············· 山本 真也 

副幹事 ·········· 中島 陽子 
副幹事 ·········· 岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 川勝 裕之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小森 直之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中川 公孝 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 上村 承生 
副会計 ·········· 郡  正樹 

本日の例会 米山ランチ 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪四つのテスト 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

クラブ・アッセンブリー〜クラブ定款・細則改正について〜 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

ロータリー情報委員会 例会終了後１３：４０〜「竹の間」 

京都東山ＲＡＣ－ロータリアン卓話例会－１９：３０～「京都ﾀﾜｰH」 

      「ぼくと仕事と、ときどきワンコ（^^）」 郡 正樹君 

 

前回例会報告 
会員数 82（33）名 出席者 56（19）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 00.00％ ゲスト 0名 
第 2239回出席率 97.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ６月 ３日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

クラブ・デー 

 

次週の会合 

第１２回定例理事・役員会 例会終了後「平安の間」 

６/４(水) 

次年度クラブ管理運営委員会 １８：３０〜「キャメロン」 

２０１４年５月２７日 第２２４２回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－４１ 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 

地区スローガン 

あなたの善から、 

みんなの善へ 

- from Your Good  

to Our Good – 

 

HOME

奇石博物館

利用案内

奇石とは？

割引券

見学ガイド

今月の展示

企画展示室

収蔵品

奇石調査

来館者の声

宝石わく わく 広場

利用案内

体験の仕方

見つかる宝石

賢者の石

ショ ップ

Museum Shop

外売店＆クジ引き

石ころ工作

軽食コーナー

イベント

観察会

体験教室

その他

企画展＆特別展

イベント 一覧

アクセス

地図

営業カレンダー

奇石博物館 収蔵品

金平糖石

奇石名； 金平糖石（ こんぺいとう いし ）

標本名； Native arsenic

産地； 福井県足羽郡美山町

この石にカラフルな色を付けると 、 駄菓子屋さんでお馴染みの「 金平

糖」 に見えないでしょ う か？けど、 食べたら大変！！

この石は「 ヒ素」 という 毒性の強い成分でできているので、 お菓子だと

思ったら大間違い。 決して食べてはいけません！！

さらに、 表面の白っぽい粉はヒ素が化学変化で生じた「 亜ヒ酸」 です。

可溶性なので、 食べるどころか素手で触ってもいけません！！お触り禁

止です！！



 

 

幹 事 報 告  

■お礼 

 先週開催しました新会員歓迎会には、多数のご参加あ

りがとうございました。 

■米山ランチ 

 本日は、米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、 

ビジター各位のご協力をお願い致します。 

■ 「定款改正」に関するクラブ・アッセンブリー 

 本日、２０１３年国際ロータリー規定審議会決定事項を

受けてのクラブ定款改正に関するアッセンブリーを開催

致します。 

■ ２０１４〜１５年 度インターアクトクラブ会長・幹事研修会 

 ６月８日（日）午後１時３０分から敦賀市の「プラザ萬象

小ホール」に於いて開催され、東山高校 IACの冨家君、

大胡君、成瀬君、中井君が出席、木村(安)ＩＡ委員長が

引率されます。遠路ごくろうさまです。 

■地区からのお知らせ 

「やまとまほろばロータリークラブ」 

第２６５０地区に新クラブの加盟が認証されました。 

スポンサークラブ：橿原ＲＣ・奈良ＲＣ 

特別代表：好川嘉則氏（橿原ＲＣ） 

会長：澤 西正氏  幹事：大浦宏之氏 

加盟承認日：2014年 5月 8日 

創立会員数:32名 

例会:毎週木曜日 12時 30分～13時 30分 

大和信用金庫駅前別館 

 奈良県桜井市桜井 194-2 駅前グリーンビル 3F 

同 好 会 情 報  

第１回そば会 ６/３（火） １８：３０〜 「今長」（予定） 

ゴルフ同好会６/２２（日） ９：１５集合 ｢亀岡カントリー｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜５/２０＞ 

ロータリー財団 計 20,000円 累計 1,368,160円 

８０の仲間入り自祝。 今井君 

一助に。 安澤君 

米山記念奨学会 計 20,000円 累計 1,131,000円 

奨学生頑張れ。 奥田君 

自祝。 今井君 

ニ コ ニ コ 箱 計 44,000円 累計 2,817,000円 

山口祥二様、本日スピーチありがとうございます。 

 杉﨑君、吉田(武)君、城山君、小山君、今村君 

 布施君、渡辺君、吉田(良)君、戸田君、柴田君 

 小坂君、本田君 

連続出席自祝。 薮下君 

結婚記念日自祝。 村岡君、鈴木君、小森君 

 山本君、植野君 

夫人誕生日自祝。 福留君 

城山さん、有難うございます。 井上(武)君 

岩本さん、お世話になり有難うございました。 川中君 

中村吉晴さん、いつもありがとうございます。 岡武君 

希望の風奨学金 計 20,000円 累計 303,000円 

「希望の風」目標まであと１２万円です。よろしくお願い

します。 坂田君 

まだお忘れの方、ご協力よろしくお願いします。渡辺君 

坂田さん、あと少しですね。残念でしょう！ 岩本君 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

６月 の プ ロ グ ラ ム  
 
 
 ３日（火） －クラブ・デー－ 
 
 
１０日（火） 「日本画家 南正文先生を偲んで」（DVD） 

＜ﾗｲﾄﾗﾝﾁ＞ 

１７日（火） －ヤレヤレ例会－ 
            例会時間臨時変更 １７：３０〜 
            例会「平安の間」、ヤレヤレ会「葵殿」 
 
２４日（火） −最終例会− 
         「退任挨拶」 会長 杉﨑則夫君 

副会長 渡辺剛士君 
幹事 坂田 均君 

５/２８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員ｽﾋﾟ—ﾁ「無錫事情」   稲田道雄氏、 「もてなしの極み−碧雲荘−」 尾山英樹氏  
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「私が料理を志したきっかけ〜その時々の人との出会い〜」 ご清遊の宿らんざん 料理長 泉 勝之氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「快適な資産活用とコインパーキング」 (株)コンセプト 代表取締役 榎本定文氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「新入会員スピーチ」 深澤照生氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H −休会− ＊ビジター受付は平常通り 

５/２９ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員ｽﾋﾟ—ﾁ「仕事を通して最近感じたこと」蓑内隆弘氏、「いつかはサブ４!!できるのか!?」杉岡孝司氏、 「虹の彼方へ」畑 尚樹氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「友愛例会」 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「バリアバリューから社会を変える〜高さ１０６㎝からの挑戦〜」 (株)ミライオ 代表取締役 垣内俊哉氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「四万十川の思い出」 よみうり神戸カルチャー教室 講師 小田玲子氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「老舗経営 理念と事業継承について」 (株)イシダ代 表取締役社長 石田隆英氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟ—ﾁ「私の職業奉仕」 会員 岩佐・野々村・田中（良）・清水・喜多見・石松各氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「地区研修・協議会報告」 伊東会長エレクト他参加会員 

５/３０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「物理学者の健康法—人間と地球と−」 会員 長谷川 晃氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「３D プリンター基礎と市場傾向」 (株)ムトーエンジニアリング事業統括室営業サポート担当 金子俊一氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「RYLAを受講して」 京都大学大学院 ナガウ ハイリアング君 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第１７回京都紫竹ＲＣ杯パットゴルフ大会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付はございません 

６/２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「頑張れニッポン男児」 医療法人財団足立病院 院長 畑山 博氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「職業奉仕会員スピーチ」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「祗園祭山鉾巡行をめぐる課題と展望」 祇園祭山鉾連合会 理事 大嶋博規氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「（仮）次年度の地区の寄付目標等について」 ２０１４−１５地区財団資金推進委員、京都伏見ＲＣ会員 鈴木治一氏 
６/３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「七代目が語る 二宮金次郎」 親子をつなぐ学びのスペース リレイト代表、国際二宮尊徳思想学会 常務理事、関西学院大学 講師、二宮金次郎七代目子孫 中桐万里子氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「産官学イノベーション」 (株)ケイルック 代表取締役 本田欣也氏  

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「故 大嶋嘉正会員追悼例会」 会員 林 甫氏、田中良昌氏、田平義昭氏、山仲修矢氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  


