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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

２月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円
ガバナーからの手紙

「台湾人の研ぎ澄まされた感性」 炭谷亮一
私の知人の娘さん（医師）がイギリス留学中に知り合った台湾人と結婚し、台北に住んでいる。二

人の間に子どもが出来、子どもは当然台湾人にするものと思っていたら、日本国籍を取得したそう

である。あっけにとられていたら中国からの武力統一の際の保険のつもりで日本国籍にしたようで

ある。

さて、先ほど行われた台湾総統選で国民党の馬英九が辛くも再選を果たした。いよいよこの数年

で中国と台湾が「統一」に向かうのではと関心を引くが、実際は現状維持が続くと思われる。台湾内部でこの 4 年

に進んだ変化も凄まじいものがある。特筆すべきなのは、中国との統一か、独立かをめぐり激しく対立してきた国

民党、民進党が限りなく近づいたことだ。国民党は党名こそ中国を名乗るが、政権を民進党から奪い返した 08 年

の総統選から中国との関係は「統一せず、独立せず、武力で解決しない」と主張し、事実上統一問題を遠い将来に

追いやった。

一方、民進党は綱領に独立を揚げてはいるものの、台湾は事実上「独立主義国家」となっているからあらためて

独立を宣言して中国を挑発する必要はないと公言した。両党とも台湾世論の圧倒的多数を占める「中台関係の現状

維持」に従い、中国とはつかず離れずの関係を保ちながら、中国大陸の経済発展による利益を得ようという立場は

共通する。興味深いのは両党が現状維持から逸脱して「統

一」または「独立」の方向に傾いたと見られる方針を打ち

出すと、たちまち世論の反発を受け、修正を余儀なくされ

ることだ。「先顧肚子」「含涙投標」。まずお腹が膨れるこ

と（＝生活）を考え本心とは違う候補に涙をのんで投票す

る。こんな言葉が投票日に良く聞かれた。馬総統の政策は、

短期的には現実的だが、決して多くの台湾人にとって理想

的ではない。野党との票差がわずかだったことからもわか

る。最後まで接戦となった今回の選挙は「統一」も「独立」

も遙かなる課題として、あくまで現状維持に固執する台湾

の民意であったと言える。北京政府が台湾の民意を読み間

違えて、圧力で統一の実現を急げば、手痛いしっぺ返しを

受けるであろう。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

2/16 本康宏史様（県立歴史博物館学芸課長）

「乃木大将と辻占売りの少年」

2/23 佛田利弘様（（株）ぶった農産 社長）

3/1 「～ T の世界～コンサート」（岩田志貴子様、

田代真佐子様、田島睦子様）

3/8 会員卓話

3/15 休会

3/22 坪倉かなう様

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/19 休会

6/23（土）今年度会長幹事慰労会

6/28 23 の振り替えで 休会
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点 鐘
『 奉仕の理想 』

四つのテスト

西村邦雄会長挨拶 2 月 12 日に小松市民

センターで開催された石川第二分区都

市連合会に参加してきました。基調講

演を第 2680 地区パストガバナーの田中

毅氏が、ロータリーの源流である職業

奉仕について詳しく話されました。ア

メリカでのロータリーの歴史もわかりとても有意義な講演でした。

ゲスト紹介

ビジターのご紹介 卓話者）本康 宏史（もとやすひろし）様 石川県立歴史博物館 学芸課長

《 食 事 》
幹事、委員会報告
西村邦雄会長：ガバナー事務所から 東日本の義援金をも一度集めたいとの事ですが、クラ

ブとしては地区大会の残金を義援金としたいと思っています。役員と相談してやりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

炭谷亮一ガバナー：その義援金の話ですが、ロータリアンは美しい人が多いですね。この前

見えられた富山 RC 明文堂の清水さんが会社で毎年 1000 万円寄付を 10 年続けられるそうです。

ガバナー事務所で学校に図書を送るのでしたら会社でそっくり 2 倍にして送りたいと言うこと

でした。

ニコニコＢＯＸ ¥9,000- 本年度 \443,500- 残高 ¥3,854,190-
西村会長 本康宏史様ようこそ。卓話楽しみにしています。 魏幹事 皆さんこんばんは。本康先生のお

話を興味深く楽しみにしております。2月10日（金）弊店：招龍亭にてフードピア金沢2012の協賛事業として

「和の調べと中華の饗宴」に炭谷ガバナーはじめ多数のご参加心より感謝しております。 本当にありがと

うございました。 杵屋会員 本康さん、本日は卓話よろしくお願いいたします。邦楽協会の新年会と重な

りお話は伺えませんのであしからず。 炭谷ガバナー 本康先生、今夜の卓話楽しみにしています。 宮永

会員 本康様、本日はようこそ。卓話楽しみにしています。

講話の時間 「乃木大将と辻占売りの少年」
紹介 炭谷亮一

本康 宏史（もとやすひろし）様 石川県立歴史博物館 学芸課長
【略歴】＊ 1957 年生まれ。

＊金沢大学法文学部史学科卒業（日本史専攻）金沢大学大学院社会環境研究科学位取得。博士（文学）。

＊現在、石川県立歴史博物館 学芸課長（近代史担当）。

＊金沢大学招聘講師、同大学資料館客員研究員、京都工芸繊維大学非常勤講師、国立歴史民俗博物館共同研究員、

金沢大野港からくり記念館評議員、小松市・七尾市・羽咋市の各市史専門委員。

＊主な編著書

『軍都の慰霊空間－国民統合と戦死者たち－』吉川弘文館、2002 年

『からくり師 大野弁吉の時代―技術文化と地域社会―』岩田書院、2007 年

『金沢学⑧イメージ・オブ・金沢－“伝統都市"像の形成と展開－』前田印刷出版部、1998 年（編著）

『石川県の歴史』共著、山川出版社、2000 年（共著）

『観光文化の振興と地域社会』ミネルヴァ書房、2002 年（共著）

『宝塚と近代日本の音楽文化』世界文化思想社、2006 年（共著）など。

ほかに、『金沢市史』『内灘町史』『根上町史』『門前町史』『吉野谷村史』など、県内各自治体史執筆。

講話：
乃木大将と辻占売りの少年

少将時代の乃木が訪れた金沢の街で辻占売りの少年を見かけた。その少年が父親を

亡くしたために幼くして一家の生計を支えていることを知り、少年に当時としては

かなりの大金である金 2 円を渡した。少年は感激して努力を重ね、その後金箔加工

の世界で名をなしたという逸話によるものである。乃木の人徳をしのばせる逸話で

あり、後に旅順攻囲戦を絡めた上で脚色され「乃木将軍と辻占売り」という唱歌や

講談ダネで有名になった「Wikipedia」 今越三郎氏

639 回

ホテル日航5F

2012 2.16 木）19:00
出席率 14/36 38.89 %

1 月の修正出席率 66.45%
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司馬遼太郎の坂の上の雲というドラマがあります。乃木将軍と辻占売りの少年の話は

有名です。記念碑は金沢市の主計町にあり、少年は実在の今越三郎さんでした。乃木希

典将軍は戦前の日本人なら知らない人はないほど有名な方です。非常に高潔な人で、明

治天皇崩御後、夫人と共に殉死されました。そして、戦死者でないとなれないという軍

神になられました。乃木神社となっています。さて辻占売りの少年のお話は年配の方な

らご存知でしょうが、金沢ではお菓子の中に占いが入っています。乃木大将の逸話はよ

くあって、日活映画の乃木将軍とクマさん等もあります。

乃木将軍は名古屋の第五旅団（師団の下で 2 連隊からなる）長でした。明治 24 年 3 月に

金沢市へ出張で来られ、 当時のお金で 2 円を少年に渡したといわれています。その少

年は金箔打ちとなり、後で人間国宝にもなられた今越三郎氏でした。最後は滋賀県でな

くなられましたが 生家は金沢市の主計町でした。金沢は 9 師団がありましたが、これ

は日露戦争で乃木さんの第３軍に属し、石川、福井、富山に岐阜の一部の出身の人で構

成されていました。日ロ戦争の旅順攻撃が有名で、非常に多くの戦死者をだしました。港の周りの卯辰山の様な所

の攻撃でした。最後はトンネルを掘って ロシア軍の陣地の下まで行き爆弾をぶち込んだそうです。9 師団とロシア

軍の様な正面からの数万の大軍が直接衝突した事は世界戦争史でもまれで、30 ％もの戦死者をだしています。特に

奉天での戦いには下士官が多くなくなりました。日ロ戦争の本籍別の戦死者は平均 3.7 ％でしたが 石川県はずば

抜けて多くて 7 ％にもなりました。辻占売りの少年のお話は旅順戦後の様になっていますが、実際は明治 24 年 3
月ですから、大分づれています。

乃木将軍とマッカーサー

父親同士の関係で、マッカーサーは乃木将軍の人徳を知り、乃木神社へも行った事があるとのことです。又、乃木

がおさめて総督もした事がる台湾でなく、沖縄を攻めたとの話もあります。

点 鐘

ラオス農業支援センター事業視察と世界遺産「秘境ルアンプランバン」の申しこみお早く。2/8必着

① 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン ルアンブラバン バンコク 関西空港 5/14（月）

② 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン バンコク 関西空港 5/12（土）

例会のご案内～「Ｔの世界」コンサート～

北山会員のご紹介により三人の音楽家を例会にお迎えし、

クラッシックの演奏を聴かせていただきます。

ご家族、ご友人などお誘い合わせの上ご出席下さい。

日 時 ２０１２年３月 １日（木）１９：００～

場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「ルグランドルミエール」

会 費 御同伴者のみ ３，０００円（食事代）

卓 話 「Ｔの世界」コンサート

 岩田志貴子 様 （ソプラノ）

 田代真佐子 様 （フルート）

 田島 睦子 様 （ピアノ）

曲 目 春のこえ（ヨハンシュトラウス）

夜明けのスキャット ほか

〆 切 ２月２７日（月） 以上

END POLIO NOW 東京六本木 RC でイルミネーション 2.20

夜には、六本木ヒル

ズ森タワーの壁面に、

「ＥＮＤ ＰＯＬＩ

Ｏ ＮＯＷ」という

メッセージを投影し、

ポリオ撲滅の重要性

を訴えた。

安井悦子会長

百万石 RC からは

宮永会員と水野会員

が出席した。

2012.2.18（土）朝 金沢は大雪注意報

瀧誠四郎氏撮影

（写真：フジサ

ンケイビジネス

アイ）

宮永満祐美会員撮影


