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炭谷亮一第１７回 ガバナーエレクトからの手紙 2011.1.13
日本再生への道（その１）
日本は霊性の高い国である。日本人の豊かな感受性や細やかな神経は美しい日本列島の大自然と

深山幽谷より湧き出る清冽な水によって育まれている。アジアに目を転じても、日本ほど澄んだ清
水はない。中国の大地を流れる黄河の水も、中国人が長江と呼ぶ揚子江の長大な流れも、ともに黄
土色に深く濁っている。南アジアのメコン川もタイのソナム川も暗灰色に蛇行する帯である。
日本人の純粋性や、はらりと胸を打つ人情、控えめで奥ゆかしい物腰、はにかみや、恥じらいの心
は悠久の歴史の中で、ゆっくりと醸成された深淵なる精神から自然に湧き出る天与の徳性である。

美しい国に美しい人々の住む国「日本 、我々日本人の高貴さを世界の人々も日本人自身も気がついているとは言」
えない。日本人はその優れた精神性と高度な技術力で、世界の為に大いなる貢献が出来るはずである。日本が真に
リーダーシップを発揮して世界の貧困、疾病、そして武力紛争を撲滅する事は可能である。
平成の世になってずっと、日本は苦難の道を歩んでいる。政治は堕落し、経済は低迷、社会には邪教がはびこり、
犯罪は多発、人々は民放 番組を代表格に安っぽい文化の中で拝金主義に陥っており、いまだに迷走を続けていTV
る。
明治以来の歴史は試行錯誤の連続であった。太平洋戦争に破れ、戦後の焼野原から再起した日本は、めざましい経
済発展をとげたが、いまだ本来のあるべき道を歩んでいるとは言えない。日本の未来は果てしなく暗く見える。だ
が、日本人は近い将来必ず自らの存在と使命に目覚めるであろう。そして日本に与えられた崇高な目的に向かって
尽力するに違いない。我々ロータリアンも日本が崇高な目的を達成する為の一助となりたいものである。

２０１１．１．１３．「タバコの真実」その１９
新しい年を迎えて、今年もよろしくお願いいたします。
新年にあたり「タバコの歴史」をみていきましょう。

タバコはナス科タバコ属に分類され、南米アンデス高地で誕生したとされています。マヤ文明
が繁栄していたころ、メキシコの中央高地のアステカ族では、タバコは神事祭事の折に神々に捧げ

、 、 、 。る香として 戦勝祈願や予言 占いの折の供物として 病気治療の医薬として用いられていました
１４９２年コロンブスの（西洋文明から見た）アメリカ大陸発見によりタバコは梅毒と共にヨーロ

ッパにもたらされました。その後日本にたばこが伝来したのは 世紀の末です。ヨーロッパ人は、医学が有効な16
治療法を確立できていなかったペストの大流行（ 世紀後半～ 世紀中ごろ）時などに、新世界からもたらされ16 17
た未知の植物であるタバコは、その効力はともかく、またたく間に万能薬に祭り
上げられてしまいました。タバコに含まれるニコチンの依存性が、さまざまな意
味で人類を虜にし、タバコの浸透を助けたと言えます。 世紀に入ってもタバコ18
は依然として、医療目的ないしは病気の予防のためという理由に大いに支えられ
ていました。 世紀後半には一種の職業病と考えられていた肺がんは、 年代19 1930
に入ると英国や米国、ドイツの学者らによって喫煙との関係が指摘されるように
なり、 年代に研究が急速に進展しました。その結果、 年代前半には喫煙と肺50 60

、 。がんの因果関係について 英米において公式な報告書が出されるに至ったのです
そして今日では、喫煙は“喫煙病（依存症＋喫煙関連疾患 ”という全身の病気で）
あると認識されるようになり、治療が必要と判断される様になりました。
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点鐘
ソング 『 我等の生業 』
四つのテスト

：皆さん今晩は 年忘れ例会長挨拶
会で沢山集積していただき有難うご
ざいます。私達はもう７月から本当
に目の回るような思い出でこの半年
をすごしました。一番最初はラオス
へまいりました。あちらのｋお子さ

んを連れて帰ってまいりまして、引き続いて韓国もお子さん４人いらして、その後の一番の晴天のへきれきは炭谷
亮一先生のガバナーになられると言うことでしたが、私
達のクラブの心が一つになるという良いきっかけになっ
たのでないかと思います。

順不同）１．演奏者 今 俊則様（バンド“【ゲスト （】
コング・リード・ギター”のリーダー） ２．子ども夢フ
ォーラム 代表 高木 眞理子 様 ３．金沢パイロッ
トクラブ 武藤 敬子様 ４．米山奨学生 李 暁燕
さん

炭谷幸子（さちこ）夫人 石丸恭【ご家族・ご友人】
子（たかこ）夫人、上杉幸代さん、南月ちゃん、廉君

北山真美夫人、北山会員御同伴・・・東山「みずほ」
オーナー 川 きみよ 様 齋木康正様 彩乃ちゃん

竹田安代夫人、孔徳君 土田会員御同伴・・・
リチャード・ファーマー 様 土田友信様、葉月様、
陽智（あさと）君 二木会員御同伴…「玉とみ」女将

荒木佳子（けいこ）様 宮永幹事御同伴…オフィスキャンドウ事務 田端正美様、 地区大会事務局 三崎孝
（ ） 、 、 、 （ ） （ ） 、代様 吉田淑子 としこ 夫人 吉田憲子様 阿実ちゃん 華音 かのん ちゃん 魏 弘章 ひろあき 君

悠暉（ゆうき）君、百夏（ももか）
ちゃん、功揮（こうき）君、

寄附金の贈呈
★子ども夢フォーラム 代表

高木 眞理子 様
★金沢パイロットクラブ 武藤
敬子様

一言ずつお願いします
李 暁燕さんへ米山奨学金の授与

¥40,000- ¥503,919- ¥2,989,516-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
今年最後の年忘れ例会です。ゲストの皆様ご家族の皆様有難うございます。お世話下さ藤間会長

った上杉会員、井口会員有難うございます。来年は、たくさんのお仕事がありますが、宜しくお願い

。 、 。 。致します 上杉様 本日はありがとうございます 今年も皆様ありがとうございました宮永幹事

。 。 。石丸会員 岩倉会員今晩は 地区大会もみな忘れて楽しくやりましょう 今年一年終わります

来年もお力をお借りします。よろしく。 今年一年有難うございました。年忘れ例会楽し井口会員

みましょう。 ようこそ、年忘れ例会へいらっしゃいました。心からご参加、ご協力に上杉会員

大沼会員 北山会員感謝申しあげます。 今年もあとわずかです。風邪をひかないように！！

今年は大変お世話になりました。 来年もっとお世話になります。よろしくの一言につきます。

藤間会長、宮永幹事半年間有難うございました。李さんようこそ。楽しんでお過ごし下木場会員

東海林会員 炭谷Ｇさい。 今年一年お世話になりました。来る年も幸多き年になりますよう。

今年最後の例会、皆さん楽しみましょう。 皆さんこんばんは。一年間エレクト 魏 会員

。 。 、早いものですね！ いろいろとありがとうございました 来年もよろしくお願いします 来年も元気で良き年に申会員

幸多く。 今年も家族三人で楽しみにして来ました。 記念になる一夜になりますように。本日も宜しくお願いし竹田会員

回589
（木）2010.12.16

ホテル日航３Ｆ

24/35 68.57%出席率
月の出席率 ％10 77.21

高木 眞理子 様
子供達のために使いた

いと思います

李 暁燕さん
家族と離れて研究し

ている私をよくして下さ

いまして幸せです。

武藤 敬子様
大変貴重なのを障害

者のために使用いたし

ます。
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ます。 今日は、次男の家族とイギリスからお越しのリチャード先生と来ました。リチャード先生は、来年の７土田会員

月頃まで中学で英語を教えていらっしゃいます。よろしく。 今日はセリ負けないように西村会員

頑張りたいです。 今年も残り少なくなりました。皆様ありがとうございました。年忘れ水野会員

吉田昭生会員 二木会員例会楽しみましょう。 今年の結束を来年に向けて発揮しましょう！

藤間会長、宮永幹事、役員理事の皆々様、半年間御苦労様でした。来年もよろしく。

幹事・委員会報告
皆さん今晩は今日は今年最後の理事役員会でございます。御願いいたし宮永満祐美幹事：

ます。

北山吉明副会長：７．乾 杯
最初にちょっとコメントをいたします。先日 地球の裏側のペルーへ行き気が付いた事があ

ります。即ちペルー人を僕は知らない。ペルーの人は殆ど僕を知らない。毎日沢山のペルーの人
にあっているのに知らない。そういう事を逆に考えますと、一生の内に逢える人間の数はものす
ごく少ない。特にこの金沢で生きていく中で、何人の人に会えるのかなと考えますと微々たるも
のです。そう考えますとますと何かこの会うと言うことは大きな力で導かれた運命の様な気がし
ます。 そしてこの運命を支えてくれるのが愛であります。格好いい事を言いますけれども、愛
とは相手の事認め、理解し、尊敬しそして大切に思うと言った心ではないかと思います。今日は
私たちに愛でつながっている全ての人に乾杯します。 乾杯！

皆様今晩は こんなに沢山上杉輝子親睦委員長：
入らして親睦委員長としては有り難く感謝致して
おります。リードギターの演奏をいたします。バ
ンドリーダーの今（こん）様がお一人でなさいま
す。

今 俊則様８．リードギターによる演奏

ビール、ワイン、日本酒、ソフトドリンク《 食 事 》※
＊＊バックにＢＧＭとして演奏＊＊＊フリー

９．子供達へクリスマスプレゼント

１０．ビンゴゲーム

１１．オークション

円 有難うございました。174,310
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１２．会長エレクト 閉会挨拶
これからも仲良くやって行きましょう

． 「 」１３ ロータリーソング 手に手つないで

点鐘１４．閉 会

ＩＭ（都市連合会）開催のご案内
第２６１０地区石川第一分区ＩＭ（都市連合会）が、白山ロータリークラブをホストとして、下記のとおり１３Ｒ
Ｃの合同例会として開催されます。

なお、当日のご出席にかかわらず全員登録となっております

１．日 時 ２０１１年２月２０日（日） 登録受付 １１：３０
【お食事を用意いたしております。開会点鐘までに、会場にてお済ませください 】。
例 会 開会点鐘 １３：００ 白山ＲＣ ＳＡＡ 瀬尾 明美

例 会
閉会点鐘 １３：２０

会 議 基調講演 ? １３：３０
基調講演 ? １４：０５
パネルディスカッション １４：５０
閉 会 １６：３０

※２４日（木）の例会は振替の休会と致します。

２．場 所 石川県地場産業振興センター 大ホール
2 1 TEL 076 268 2010金沢市鞍月 丁目 番地 ( )

３．登録料 １名につき ２０００円 →※全員登録の為、半額自己負担でお願いします。,
下期年会費振込依頼書にてご請求させて頂きます

４．申込み期日 ２０１１年１月１８日（火）までに返信お願いいたします。

石川第一分区Ｂガバナー補佐 若松 明夫

前列向かって左から東山「みずほ」オーナー 川

きみよ 様 北山夫人、炭谷夫人、

石丸幹夫日人、杵屋会員

、リチャード・ファーマー様 土田友信様、陽智（あさと）君葉月様


