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１０月のロータリーレートは １ドル＝８６円,
「森鴎外考」 炭谷 亮一第８回 ガバナーエレクトからの手紙

私は、森鴎外は皆様と同じように、日本が生んだ明治の唯一無二の天才文豪だと思ってい
ます。しかし彼でも人間的に弱い一面があったのではないかと考えています。

弱冠１９歳で東大医学部を卒業し陸軍に入隊し、３年後にドイツ留学を命じられ、４年間
ドイツで学究生活を送り、２７歳で帰国しました。しかしこの頃から順風満帆のエリート中

。 、のエリートの人生にやや陰りが見えます ドイツ留学中に出会ったドイツ人の恋人が来日し
彼との結婚を望みますが、周囲は一度も鴎外に会わせることなく、なんとか追い返します。
外国人との結婚で彼のキャリアに傷つくのを恐れた彼の母が、獅子奮迅の働きをしたことは
容易に想像できます。

その５ヶ月後急いで結婚し 「於菟（おと 」という長男をもうけています（於菟は後に東大医学部の解剖学の教、 ）
授になっています 。しかし一年半で離婚してます。当人同士の相性もあったと思われますが、嫁姑の対立に鴎外）
は悩み、まいったようです。エリートとしてちやほや育てられた彼には人生最悪の状況ではなかったかと想像でき
ます。

１１年後の３９歳の時には小倉へ左遷されています。おそらく人生初めての挫折感を味わったのではないでしょ
うか。しかしその翌年に再婚し、再び昇進して東京に戻りエリート人生が復活しています。

さてここで、私が４０年前に東京の大学で教えをこうた、解剖学の津崎先生の事に触れなくてはなりません。津
崎先生は当時、６９歳位だったと思います （鴎外は最低でも２０歳くらい年長だと思います ）たまたま解剖学教。 。
室の実験助手と酒を飲む機会があり、その折に津崎先生の息子はハーフで、身長も１８０㎝を超えるがっしりした
体格（津崎先生の体格は骨格標本）で産婦人科の開業医であると聞きました。実験助手が地方での学会の際に津崎
先生に息子さんの事を尋ねたところ、ドイツ留学中にドイツ人女性との間に生まれた子であり、日本では既に結婚
していた為に帰国の際に子供だけ引き取って帰国したとの事。それを聞いて友人達と顔を見合わせ、本当にびっく
りしました。明治の男として、鴎外と津崎先生を比較すると、男としての責任の取り方に私は津崎先生の方に軍配
を上げたいと思います。

私は、晩年鴎外は夜一人で静かに杯を傾ける
時、ドイツ時代の恋人の事、そして彼女が鴎外
の子を身ごもり、生まれたであろう、まだ見ぬ
我が子のことを思うと、とめどなく涙があふれ
頬をつたい、そして若き日のおのれの力不足と
非道さを嘆いたのではないでしょうか。明治の
巨星、森鴎外の心の闇を想像するものです。
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年度クラブ例会予定 2010-2011
李 暁燕さん（米山奨学生）9/30
「言語と文化を統合する外国語教育」

（ ）10/７ 大森裕子様 青年海外協力隊ＯＧラオス村落開発普及員
「ラオス協力隊の体験談」

谷伊津子会員（ミュージックスタジオ・気功塾主宰）10/14
「気功について」

《会場変更例会》 於：如来寺10/21
吉田昭生会員
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２０１０．１０．７「タバコの真実」その８

村田祐一「子供らの学力下げる副流煙」

大人の禁煙を推進するのはかなり困難です。先進国を見ても喫煙率は２０％にまでしか下がり
ません。ことかようにタバコ問題は難しい。ニコチン中毒は麻薬問題に匹敵します。ここ数年
前から「新たに喫煙する人を少なくすれば、いずれタバコを吸う人がいなくなるのでは」との
発想から、出前で「禁煙教室」を開いています。対象はこれから吸い始める小学６年生が主。
中学生では少し手遅れのようです。小学生高学年にもなると素直によく聞いて、理解してくれ
ます。家に帰り家族にもタバコの害を話してもらえます。時には喫煙家族のかたくなな態度に

子供が立ち往生することもありますが、理不尽が世の中の常です。うまく乗り越えて欲しいものです。子供達には
いきなり「勉強しなさい！」と言われたら腹が立つだろう。大人も同じで「禁煙してョ！」といきなり言っては腹
立てるのが落ちだから「お父さんが元気でいて欲しいからタバコ止めて」などとやさしくタバコの害を語りかける
ように指導しています。

ちなみにタバコに晒された子供達の知能や体力は低い傾向にあります。
禁煙するのはとても大変です。しかし初めから吸わないことはとても容易しいことです。
さてこの壮大な計画がうまくいきますように！

次回はタバコの経済学です。

ＰＥＴＳ（ ）についてPresidents-Elect TrainingSeminar
（会長エレクト研修セミナー）の省略形が「ＰＥＴＳ 「ペッツ」と呼ばれPresidents-Elect Training Seminar 」。

ていますが、文字通り、地区内各クラブの会長エレクト（次年度 月 日からクラブ会長になる人）のための、研7 1
修・教育を行う情報提供プログラムです。

クラブ会長の することが目的となっています。その「目的」を、具体的に『会長エレ能力、知識、やる気を育成
クト研修セミナー（ＰＥＴＳ）指導者用ガイド』Ｐ 「計画と準備」から引用しますと、1

・次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整える。
・地区ガバナー・エレクトおよび次期ガバナー補佐に、次期クラブ会長の意欲を高め、協力関係を築く機会を与

える。ということになります。
ＰＥＴＳの開催時期は、 、行われることになっています。 セミナー毎年 月中に、原則として 日半の日程で3 1

の主催者は、国際協議会で先に研修を済ませてきたガバナーエレクト（次年度ガバナー）です。
は、現ガバナーやガバナー補佐とも協力し、 しまガバナーエレクト 地区研修リーダーに指示してＰＥＴＳを監督

す。地区研修リーダーは実際にセミナーを計画し、その実施に責任をもちます。 は「資格のセミナーの指導チーム
備わった 」と、 されますので、経験豊かな地区の人たちに、一度に身近にパストガバナー 地区委員会委員長で構成
接することができる良い機会ともなります。

研修では、来る年度の や、 、 についてＲＩ（国際ロータリー）テーマ 効果的な奉仕プロジェクト ロータリー財団
の 、情報伝達が行われます。ガバナーエレクトが、国際協議会でＲＩ会長から直接聞いた、新年度のＲ説明や紹介
Ｉテーマに対する思いやその印象、次年度のＲＩ会長の方針など、研修後間もない、ガバナーエレクトの新鮮な話
や方針を直接聞ける、絶好の機会です。

また、クラブ会長の役割と責任の検討、目標の設定、クラブ役員の選定と準備、クラブの運営、新会員の勧誘と
説明指導、ＲＩと地区の有用資源なども取り上げられます。

セミナーの具体的な構成メニューを 『手続要覧 年』Ｐ から引用すれば、、 2007 50
・ＲＩテーマ
・役割と責務
・目標の設定
・クラブ指導者の選任と準備
・クラブの管理運営
・会員増強
・奉仕プロジェクト
・ロータリー財団
・広報
・支援源
・年次計画と長期計画（ロータリー章典 ）となります。23.020.3.
こうして、クラブ会長エレクトは、次年度のＲＩテーマを踏まえ、ロータリープログラムを実施する準備が整う

のです。また、このＰＥＴＳにより、クラブ会長エレクトは、新たなるロータリー年度におけるクラブと、地区の
活動を企画し、指導者を喚起し、地区運営についての情報を、クラブに帰って仲間に提供できるのです。

なお、世界では、 多地区合同ＰＥＴ2 つ以上の近隣地区が「多地区合同ＰＥＴＳ」を実施する場合もあります。
Ｓ主催グループは、必然的に多数の協力者が得られるので、バラエティーに富んだ講演者を迎えることができます

、 、 、 、し 次期クラブ会長に地区を超えた視点を提供し 効果的なクラブ指導のための 多岐にわたる方策を発案できる
という利点もあります。
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点鐘
： 我らの生業SONG

四つのテスト
今晩は今日は私達会長挨拶：

は特別理事会が例会のさきにご
ざいまして、本当に「四つのテ
ストの好意と友情、みんなのた
めいになるか の通りに私ども
で地区大会させていただく事に

。 、 、 。 、なりません とても大変なことだと思いますが ＰＥＴＳ 地区協議会と地区大会と３ツになりました その時は
皆様の力をお借りして実行しなければと言う事に決まりましたのでどうぞよろしく御願い致します。

(卓話者)米山奨学生 李 暁燕（リギョエン）さんゲスト紹介
金沢東ＲＣ 木藤万記子 様ビジターの紹介
李 暁燕（リギョエン）さん米山奨学金の支給

それから にﾊﾟｲﾛｯﾄｸﾗﾌﾞの美術展のタテと賞状を金沂秀さんに10/3

－－食 事－－

幹事報告・委員会報告
皆さん今晩は東京世田谷中央ＲＣとの合同例会の出欠がまだの方は何木村幸生国際奉仕委員長：
、 、 。 （ ）人かいらっしゃるようですので 今日お帰りまで ○×御願い致します なおゴルフが初日 土11/13

。 。 。にあります 金沂秀さんと二木秀樹さんと井口千夏さんが参加されます よろしく御願い致します

に高次脳機能障害の方の応援が県庁 階の絵の展覧会をご覧下されば大金沂秀会員組織委員長： １０月３日 19
変光栄です。２～３時間です。出来るだけ時間を作っておいで下さい。

東山に昔 八重十という仕出しやさんが北山吉明副会長： 今晩は パンフレットですが、
あって、その息子さんですが、東京で一生懸命、作詞作曲で自分の歌を作りながら頑張っている若
者です。たまたま６０と３０の親子ペアーの様なコンサートを から県１０月１７日（日）午後２時

立音楽堂交流ホールで行いますので、クラッシクは一切なしで私達の青春の歌
をやります。私の本領を発揮しますので、是非お時間がありましたらおいで下
さい。

¥12,000- ¥227,389- ¥3,553,074-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
藤間会長 宮永幹事 岩倉会員李さんようこそいらっしゃいました。 李さん、ようこそ。

李さん卓話宜しくお願いします。 李さんようこそ。今日の卓話楽しみにしています。木場会員

炭谷Ｇエレクト 李暁燕さんようこそ。卓話楽しみにしてい

「 言語と文化を統合する外国語教育 」講話の時間
李 暁燕（リギョエン）さん

紹介 木場紀子Ｒ財団委員長：北陸先端科学技術大学院知識科学研究科の博士コースに 年 月からい2008 10
らしています。大連外国語大学の日本語講師の職を止められてこちらに来られています。この分野ではパイオニアです。

、「 」 「 」 。主に日本語教師の経験から 言語 と 文化 を統合する外国語教育の必要性を述べました
日本語、人間関係とアイデンティティという三つの視点から、中国の大学日本語学科の大学生
の疑問、違和感およびカルチャーショックなどを話して、文化は言語の裏に潜んでいて、言語
だけ重視する外国語教育は役に立たな
いと言う意見でした。具体的には、日
本語の特徴として、主語が良く省略さ
れることと、否定か肯定かなど大事な
ところは最後にくるなどの例を取り上
げました。また、人間関係と関連する

割り勘、建前と本音、社交辞令なども中国と日本両国の差
を話した。最後に、アイデンティティに関しては、外国語
教育を受ける学生は新しい窓口から新しい世界が見えてく
るので、アイデンティティがそれなりに変容することがあ
り得る、ただその国の人になりきることも無理だろうとい
うことも述べました 「言語」と「文化」は「一つのコイ。
ンの両面」という関係で、今後の外国語教育は両方を統合

点鐘して教育を実施しなければなりません。

回577
2010 9.30 19:00（木）

5Fホテル日航沢
24/35 68.57%出席率

８月の修正出席率 ％77.94
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東京世田谷中央ＲＣ・金沢百万石ＲＣ合同例会について
昨年は“誰も知らない東京の旅”で東京世田谷中央ＲＣの御世話を頂き合同例会と観光を企画
しました。今年度は、東京世田谷中央ＲＣの会員の方々を金沢へお招き致します。合同例会の
日程は下記の通りですので、万障繰り合わせ参加申し込みを頂きますようお願い致します。市
内観光の詳細は、追ってお知らせ致しますので、こちらも宜しくお願いします。

１１月１３日（土）
■ゴルフ 片山津ゴルフ倶楽部「白山コース」 会費 円21,100

スタート① ② 組予約済（東京３名・百万石１名、東京２名・百万石２名）9:27 9:34 2
※参加人数把握の為、〆切は (木)9/23

18:30 19:00 77-2 076-235-1016■夜間例会 湯涌温泉 湯の出 開会 ～ 宴会 ～ 湯涌荒屋 ＴＥＬ
会費 円（一泊・日帰り同額）15,000
お願い 会費には飲み物が少々しかつきませんので、皆さん美味しいお酒をご参下さい。

申込み〆切 ９月３０日（木）
9:00 15:00◇１１月１４日（日） 市内観光 ～

太田恒久会長（Ｇ 、太田憲子夫人（Ｇ）原川久司幹事、◎東京世田谷中央ＲＣ来訪予定者 ）
橘倍男会長エレクト、種市宏クラブ運営委員長（Ｇ 、今井邦靖Ｒ財団委員長（Ｇ）近藤禎夫広報情報） /
委員長、松島美知子ソングリーダー、西岡進親睦 家族交流委員長、関博子直前会長、高橋景子事務局/
（Ｇ）ゴルフ参加者

会場変更例会（＝吉田昭生会員宅）のご案内
日 時 ２０１０年 １０月２１日（木） １９：００～２０：３０頃
場 所 如来寺 小立野５－１－１５ ℡ ０７６－２２１－０８３３ 駐車場 境 内

卓 話 如来寺住職 吉田 昭生会員
「 中国の美味しいお話 」

会 費 会員・家族 １人／ 円2000
当日の急なキャンセルの場合は、恐縮ですが会費をお支払い願います。

出欠〆切 １０／１４（金） 事務局まで 出欠の変更は１９日まで受け付けます

年度ガバナー・ノミニー候補の告知について2012-2013

ＲＩ細則第 条第 節 項ならびに地区組織に関する要覧の規定に従い、地区ガバ13 020 4.5
ナー指名委員会を開催し、慎重審議の結果、 年度 国際ロータリー第 地区2012-2013 2610
ガバナー・ノミニーとして富山西ロータリー・クラブ会員の中尾哲雄 君を全員一致で推
薦することに決定いたしましたので、ここに告知いたします。
期日（ 月 日）までに特別な異議がない時には、地区ガバナー指名委員会の推薦ど10 11
おりに中尾哲雄 君を地区ガバナー・ノミニーとして宣言する旨を通達いたします。

ガバナー・ノミニー候補 中尾 哲雄 君（富山西ＲＣ）2012-2013 年度

情報システム職業分類
年(昭和 年) 月 日 富山県魚津市生まれ生年月日 1936 11 4 2

1-4-18住所 富山県 富山市 太郎丸 本町
年 月 富山大 学経済学部卒業最終学歴 1960 3
年 月～ 年 月 日興証券株式会社、 年 月～ 年 月 富山商工会議所を経て職歴 1965 7 1993 8 2005 4 2008 4

（ ）株式会社インテック参与 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役会長兼インテックグループ 現職CEO
ホールディングス株式会社 代表取締役会長（現職）IT

年 月 富山西ロータリー・クラブ入会ロータリー歴 1973 11
ポール・ハリス・フェロー 年 月 米山功労者マルチプル 年 月1987 3 1992 5
富山西ロータリー・クラブ第 代会長 年度24 1995-96
富山みらいロータリー・クラブ特別代表 年1996

年 月 藍綬褒章受章 年 月 ランバート大学より名誉博士号 年 月賞罰 2003 4 2005 3 2008 11
旭日中綬章受章 ほか

その他の役職 社団法人テレコムサービス協会会長 富山経済同友会代表幹事 富山県立大学客員教授ほか


