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炭谷亮一第１６回 ガバナーエレクトからの手紙 2010.12.9

「騎士道精神」
昭和２０年４月７日に鈴木貫太郎内閣が発足し、その５日後にアメリカ大統領フランクリン・ル
ーズベルトが急死した。その時鈴木首相が同盟通信を通じて出したステートメントは、ルーズベ
ルトの政治的功績を認め 「深い哀悼の意をアメリカ国民に送る」というだけの簡単なものでした、
が、それが世界各国で意外に大きな反響を呼んだ。

まず、スイスの新聞「バーゼル報知」の主筆が「敵国の元首の死に哀悼を捧げた、日本のこの心
ばえはまことに立派である。これこそ日本武士道精神の発露であろう。ヒトラーが、この偉大な指導者の死に際し
てすら誹謗の言葉を浴びせて恥じなかったのとは、何と大きな相違であろうか。日本の首相の礼儀正しさに深く敬
意を表したい 」と社説で讃辞を発表したのにつづいて、アメリカ亡命中のトーマス・マンが、ＢＢＣ放送を通じ。
てドイツの国民に語りかけた「これは呆れるばかりのことではありませんか。日本はアメリカと生死をかけた戦争
をしているのです。あの東方の国には、騎士道精神と人間の品位に対する威覚が死と偉大性に対する畏敬が、まだ

。 。 、存在するのです これがドイツと違う点です ドイツでは１２年前に一番下のもの
、 。」人間的に最も劣った 最低のものが上部にやって来て国の面相を決定したのです

バーゼル報知の主筆に威銘を与え、トーマス・マンに驚きを与えた、鈴木メッセ
ージが和平探求の密かなシグナルであったと私は思いたい。しかし和平は実現しな
かったが、東方の国には騎士道精神が存在し、それがそのまま国家の品位と受け取
られたのであろうと想像できる。

炭谷 亮一第１４回 ガバナーエレクトからの手紙

「世界の無料の美術館」

絵画鑑賞は私の趣味の一つです．実はコレクションの趣味もありますが、そちらの
方は資金不足で非常に不満足なコレクションしかできません。

さて世界の美術館と言えば、パリのルーヴル、ニューヨークのメトロポリタン、
そしてサンクトペテルブルグのエルミタージュ。これらが世界の三大美術館と言われています。ベルリンの壁の崩

、 。 、壊以前にエルミタージュ美術館へ個人旅行で訪れるのは かなり困難でした 私はベルリンの壁が崩壊した直後に
チャンスだと思い、翌年喜び勇んで友人と二人でサンクトペテルブルクへ行きました。その当時はタクシーもなく
て、現地でマフィアの連中に「お前はどこのホテルだ？それではあの車に乗れ」と言われ、おそるおそる友人と二
人で乗りたものでした。運転手は英語が話せたので、ほっとして、翌日もこのタクシーをチャーターして、エルミ
タージュ美術館や市内を観光しました。エルミタージュ美術館の入場券は新聞紙のような紙質で、経済の疲弊を想
像できました。

エルミタージュ美術館は、さすが世界の三大美術館と言われるだけあって、レオナルド・ダ・ピンチの作品が一
点ありました（ニューヨークのメトロポリタン美術館には一点もありません 。しかし当時、サンクトペテルブル）
グは街全体がセピア色で、戦後すぐの日本のドヤ帯のようでした。道も泥だらけのデコポコで、車の天井にずいぶ
ん頭を擦りました。

ところで、世界中いずれの美術館も日本円にしてだいたい 千～ 千円くらいの入場料を払わなくてはなりませ1 2
ん。しかし私の知る限りでは、大きな美術館で内容も素晴らしい美術館で、入場料無料のところが 館あります。2
ご存知の方もあると思いますが、ワシントン ． ．のナショナルギャラリーとロンドンのナショナルギャラリーD C
で、両方ともレオナルド・ダ・ピンチの作品を一点ずつ所有しており、現にワシントン ・ ・のナショナルギャD C
ラリーは、一日では全て鑑賞できない程の大美術館です。これが無料だと思うと、凄いと思わざるをえません。ま
さにアメリカの底力を見せつけられる思いです（メロン財閥が多くの美術品を寄贈し、その上に維持・管理費まで
出しているそうです 。）
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村田祐一「タバコの真実」その１７ 2010.12.9

「少年スポーツとその指導者の喫煙の多さについて一言 」。
サッカー、野球など少年スポーツが盛況です。スポーツを通じて体を鍛え、礼儀を始め社会性

を身につけることはとても素晴らしい事だと思います。しかし、少年たちを指導するコーチにタ
バコを吸う方が多いのに驚いています。学生時代に仲間やコーチの影響で、ちょい悪気分で吸い
始めたタバコの虜になったのでしょう。彼らの中の何人かはタバコを吸わなければ運動能力が低
下せず、一流の選手になれたかもしれません。一方、少年たちはコーチなど指導者への憧れがあ
ります。彼らが喫煙することにより「喫煙はカッコイイ」と思い将来の喫煙予備軍を作ることに
ならないかと心配です。スポーツを通じた喫煙習慣の悪循環を断ちたいものです。また指導者か
らの間接喫煙も憂慮されます。北山先生をはじめスポーツ医学の専門家の皆様も機会ある度に指

導者講習会を通じて警鐘を鳴らしているとの事です。ロータリアンも何かお手伝いができればよいと思います。

点鐘
国歌斉唱 君が代
ソング 『 我等の生業 』
四つのテスト

今日は金沢歌劇座で行会長挨拶：
われました中村勘三郎さんを見て
まいりました。カレンダーをいた
だきましたので年忘れ例会にてお
分けいたします。炭谷亮一先生

崎山ガバナーから委嘱状がきております 「貴殿をロータリー 地区 年度のロータ。 2610 2011
リー記念奨学生選考の面接を委嘱します 」。

なし 今月の誕生者の紹介 なしゲスト紹介：ビジター：
《 食 事 》

幹事・委員会報告
お食事を召し上がりながら をご覧下宮永満祐美幹事： 金沢市の観光のビデオ、

さい。来年の地区大会に使えるのではないかと、皆様に見ていただきたいと思
います。

書き損じハガキ回収の箱は受付においておきます。期間は３月いっ野城勲：
ぱいですので例会の時に持ってきて下さい。

西村邦夫エレクトのニコニコでお土産宮永満祐美幹事：
を差し上げましたところ 世田ヶ谷中央クラブからのお礼状がありました。
「さて本日西村邦夫様よ水野陽子様作成の風呂敷をお送り下さいました。
心遣い誠に有難うございましす。明日の例会にて皆様にお渡しいたします。

後ほど西村邦夫様にお礼状をお送りいたしますがどうぞよろしくお伝え下
さい 」。

会報の間違い訂正です。４ページの下の方の写真は石丸幹夫会報委員長：

回586
（木）2010.12.2

ホテル日航 Ｆ5
24/35 68.57%出席率

月の出席率 ％10 77.21

2010 2011～
藤間勘菊 西村邦雄 北山吉明 上杉輝子(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 副幹事：宮永満祐美

太字：理事役員会計：竹田敬一郎 永原源八郎SAA： ★

副：二木秀樹（親睦：上杉輝子 プログラム：魏 賢任（ 水野陽子理事）クラブ管理運営委員長：
吉田昭生SAA：永原源八郎 ニコニコ：二木秀樹 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：井口千夏 奉仕プロジェクト委員長：

職業：申 申奎 社会：野城 勲 国際：木村幸生 ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）副：魏 賢任（ IT
副：杵屋喜三以満 （会員増強：金沂秀）会員組織委員長：金沂秀

副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：藤間勘菊）ロータリー財団委員長：木場紀子
（広報：東海林也令子 ロータリー情報：土田初子広報委員会委員長：多田利明 副：北山吉明・土田初子

会報：石丸幹夫) 副：多田利明、宮永 、井口千夏PETS・地区協議会実行委員長：北山吉明 満祐美
石丸幹夫常任理事：

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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、 （ ） 。権兵衛という蕎麦さんと立花というお茶屋さんの写真ですが 権兵衛は京都北東 北都は間違い 会員のお店です

¥10,000- ¥457,919- ¥3,769,206-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

今日は年次総会です。宜しくお願いします。 次年度会長の西村です。次年度藤間会長 西村会長エレクト

役員案承認の程、宜しくお願いします。 ロータリーの友にまた家内の短歌が載りました。次年度石丸会員

の西村会長、役員の方、宜しくお願い致します。 １２月１６日の年忘れ家族例会は皆様是非宜し上杉会員

くお願い申しあげます。お待ちしています。親睦委員長上杉より １１月２９日（土）無事炭谷Ｇエレクト

ガバナー補佐研修を終了しました。私の考えを理解して頂けたと思います。 全日本学生音楽コ東海林会員

ンクール全国大会高校生部門で竹田理琴乃さんが一位になりました。中学生では三位でしたが、小学生でも一

位受賞しています。一度皆様に聴いて頂ければうれしいです （会員消息で紹介）。

年次総会 『 次年度の理事役員の承認 』

① 次年度の理事役員の発表…西村会長エレクト ② 次年度会長エレクトの承認
③ 次年度理事・役員の承認 ④次期西村会長（会長エレクト）より ④ その他

議題は次年度の理事役員の承認です。お名前の発表を西村エレクト御願い致します。宮永満祐美幹事：

次年度の理事役員を発表いたします。一部決まってない所もあります西村邦夫会長エレクト：
のでよろしく御願いします。 そもそも藤間勘菊会長が決まる時に私とどちらが先にするかの
話しをしていまして、私は今年は学会があり、だめですと言ったら次になりました。ほっとし
ていたら炭谷亮一ガバナーの話が出てきて少し話が違ってきました。身を引き締めてやらねば
ならないと思っています 私がこのクラブに入ってきた印象で何が良かったかといいますと 卓。 「
話」でした。医師会しか知らない私にとってロータリークラブで一番良かったのは医師会にい
たら決して聞かれない話を卓話として聞けるのですね。そこで皆出席を貰いました。 私の会
長になる時は特に卓話を充実したいと思います。それでプログラム委員長をずうっと考えてい

ました。しかし一応ここにある役員案は私単独で決めたのではありません。藤間勘菊現会長、宮永満祐美現幹事、
魏賢任次期幹事、北山吉明次期エレクトと私で決めました。

に、 に御願いしました。 拍手会長エレクトは北山吉明会員 副会長には野城勲会員
野城さんも業界の役員で忙しいのですが、北山吉明会長の次は野城さんが会長だと言う皆さんの意見でしたね。期

幹事は魏賢任 副幹事は木村幸生 会待していますので何とかよろしく御願い致します。 さん、 さんに御願いします。
さん御願いします。計は引き続いて竹田敬一郎

先生ですが全部出席はきびしく、井口千夏会員と吉田光穂会員をサポートに御願いしました。会場監督には若狭豊
直前この人事で感じました事はやはりＳＡＡとプログラム委員は副の方も何人かいないと厳しいと思います。

さんです。長期委員会のは方はさわってありません。会長は藤間勘菊
です。この変更はこれから論議してすれば良いと思います。 会員長期友好クラブ担当も現状のまま 監査は後出博敏

クラブ管理運営委員長ですが、村田祐一前会長 親睦は上杉輝子に、 に御願いしました。少し変わっているところは
会員 プログラムは一応杵屋ですが ここに村田祐一会員が入っています。特に親睦に力を入れて欲しいからです。
喜三以満会員をいれて、副委員長は木村幸生 ニコさんを考えています。これも３人態勢が必要かも知れません。
ニコは今回は土田初子 友好クラブ細則はさんにしていただきたいです。欠席の時は二木秀樹さんに御願いします。

さんに今後もやっていただきたいです。 さんに再登場御願いします。副委岩倉 奉仕プロジェクト委員会も多田利明
職業奉仕は申東奎 社会奉仕は若狭豊 これには多田員長には後出博敏さん。 さんが留任、 会員に又御願いしますが、

利明さんに積極的応援 国際奉仕は木村幸生会員留任 ラオスＩＴセンターは炭谷亮一会員を御願いします。 です。
です。と岩倉舟伊智会員

私の方針は藤間勘菊会長と宮永満祐美幹事がラオスへ行かれた時にうち切る話を一回しているのですね、今のＩＴ
関係の仕事は一度終わったので「あちらはインターネットが出来るようにして欲しい」という話しもあったらしい
のですが確約しないで終わっています。今後地区大会や協議会などに忙殺されますので、炭谷亮一次期ガバナーは
今年又１２月にでも行かれるのですかね？行かれてあちらの様子見てから検討しますが、私自身積極的にやること
はひかえたいと思います。

、 、 、 、会員組織委員会は金沂秀会員 会員増強として二木会員 宮永会員 魏会員 江守会員でここも変わっていません。
で勧誘のうまい人を選びました。是非頑張って御願いします。金会員

で変わりません。ロータリー財団委員会は木場紀子会員
にロータリー情報とかをしゃべる良い機会になると思いますので、ご本人の思いでやって下広報委員会は永原会員

さい。 に、 に御願いします。広報を東海林会員 ロータリー情報には大沼俊昭会員、山下公一会員、山崎正美会員
会報は石丸幹夫会員にはご苦労様ですけれど又御願いします。

よろしく御願いいたします。 頑張って下さ地区大会実行委員会委員長に吉田昭生会員 副委員長には宮永満祐美会員
い。あとの人事は本質的には変わっていません。

さんも忙しいし、北山会員に何回もと言うわけにいかないし、顔の広い良いプログラムの委員会は杵屋喜三以満
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方いませんでしょうか？上杉輝子会員どうでしょうか？井口会員で３人組んでやられませんか。
「各委員会から推薦でどうですか 」の発言あり。
では、杵屋喜三以満会員にトップになって貰い、 していただくと言うこと上杉輝子会員と井口千夏会員にサポート

木村幸生会員と吉田昭生会員を入れて５人体制でで御願いします。是非会員全員でささえて行って下さい。これに
いきましょう。よろしく御願いします。 以上説明終わりました。

では をその次の 如何ですか？ 拍手で宮永満祐美幹事： 北山吉明エレクト 会長に
この案で賛成なら拍手を御願いします。 拍手

野城会員是非頑張って下さい。 拍手西村邦夫次期会長：

について 区別するのは適当でなく いろんな誤解が生じるので３クラブその他：友好クラブと姉妹クラブの違い
点鐘とも 呼称する事を提唱した。姉妹友好クラブとまとめて

《 年次総会のご報告 》
■ 次年度 会長エレクトに北山吉明会員が承認されました。
■次年度の理事・役員について

２日に開催されました年次総会において次年度の役員・理事が添付の通り承認されましたのでご報告致します。
また、各クラブ委員長において、委員の追加のご希望がある場合は申し出てください。

■ 次年度 西村邦雄会長より
・卓話の充実を図ります。プログラム委員会の方々以外でも積極的に講師の方をご紹介して頂きます。

山崎会員・山下会員にも、卓話講師として例会に出席をお願いします。
・会員増強に力を入れるように、会員組織委員会にお願いします。
・ラオスへの奉仕プロジェクトは、３年目の藤間年度で打ち切りとし次年度は、積極的には動かない事にします。
・ 地区大会の成功に向け一致団結しましょう。

次期会長 西村 邦雄

（ホテル金沢２Ｆ）２６１０地区Ｎｅｗｓ 11/27 2011-12（土） 年度の第１回のガバナー補佐研修会
出席者：ガバナーエレクト炭谷亮一 地区研修リーダー近藤俊行

次期地区幹事岩倉舟伊智 次期筆頭副幹事石丸幹夫

富山 第一分区 吉田築夫（魚津西 、第２分区次期ガバナー補佐は ）
山崎宣夫（富山南 、第３分区 金田安夫（新湊 、第４分区 斉藤壽夫） ）
（高岡北 、）

（ ） （ ）、石川 第一分区Ａ 香林坊 第一分区Ｂ 白山石川松原一夫 福田裕、
（ ）、 （ ）、第２分区 潮津勇 小松東 第３分区 古玉栄治 中能登まほろば

第４分区 浅井邦彦（内浦）の皆様

会員消息
東海林也令子会員より：全日本学生音楽コンクール全国大会ピアノ部門高校の部で私の教え子

の （１６才 遊学館高 年）が優勝しました。同部門は 横浜み竹田理琴乃（りこの）さん 2 11/26
なとみらいホールで行われ全国 人から勝ち抜いた 人が出場。曲はラベルの「悲しい鳥た324 13
ち」等を演奏しました。竹田さんはこれまで小学生で優勝、中学生で３位に輝いています 「次。
は国際コンクールです 」北國新聞 （月）より。 11/29

第一分区Ａ松原一夫氏 Ｂ 福田裕氏


