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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 ガバナーからの手紙 「ＴＰＰの本質」 炭谷亮一

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に、先日野田総理は参加を表明し、現在下交渉が行われている。

ＴＰＰを自由貿易という点だけからみると本質を見誤る。現状では、日本国内のＴＰＰ参加反対論は

強く、中には「ＴＰＰ亡国論」なる本も出版されている。

自由貿易は世界中が求めながら果たせぬ普遍的な概念だ。自由貿易体制を強化するなら、ＷＴＯ(世

界貿易機関)の機能を強化するべきであるが、実際に進んでいるのは、特定の地域における自由貿易体

制の構築である。

確かに域内において自由貿易体制は構築されるが、域外との間には障壁が設けられる。

ＴＰＰは「まず出来るところから自由貿易体制を構築する」という建前で、日本・アメリカ・オーストラリア

・ニュージーランドなどを基軸として、アジア太平洋地域に経済ブロックを形成するという発想だ。日米、米豪

はそれぞれ軍事同盟を締結している。つまり、ＴＰＰは

アジア太平洋地域における、米国を中心とする軍事同盟

を強化する意味合いがある。これに韓国がおそらく近い

うちに参加し、域外として想定されているのが中国であ

り、ＴＰＰの大いなる構想は、アジア太平洋地域の日米

友好国などから中国を排除、もしくは包囲網を作る狙い

がある。

国会や論壇では、ＴＰＰに対する反対意見はかなり強

いが、ＴＰＰの問題は単なる経済の問題ではなく、安全

保障も併せ持ったものであり、中国主導の東アジア共同

体ＡＳＥＡＮ＋３(日本、中国、韓国)への参加ではなく、

野田政権は米国を中心にした、ある意味アジア太平洋地

域共同体(経済も安全保障も包括した)に国家の生き残り

をかけていると思われる。

現実には、露骨に中国排除、中国封じ込めなどの言葉

は用いられないが、ＴＰＰを推進するとともに、中国と

も重層的自由貿易体制の強化を図るといったレトリック

で政治色を出さないよう努めるだろう。

しかし今後は、間違いなく中国を排除する形で、日米が連携してアジア太平洋地域通商の再構築が進んでいく

だろう。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

3/22 坪倉かなう様(バイオリン奏者)

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/5 荒井クニコ様（ニューハーフ）

「ﾆｭｰﾊｰﾌ クニコの言いたい放題」

4/12 石動博一様（(株)イスルギ 代表取締役専務）

「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」

4/19 休会

4/26 釣谷雅楽仁様 （生田流箏曲家）

5/3 休会（法定休日）

5/10 松田清幸尼（長幸寺住職）

5/17 金澤刑務所 所長

5/24 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

5/31 辰巳クミ会員（共和化学興業(株)代表取締役）

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
それでこそロータリー
四つのテスト
会長挨拶：今日の卓話

者は、会員の武藤清秀さ

んです。「金澤町家の現

状と修復のすすめ」とい

うテーマでお話していた

だきます。町家の修復という話は、金沢ら

しい面白い内容になるものと期待しています。よろしくお願いします。

ビジターの紹介

金沢みなとＲＣ 相良宝作 様挨拶 ：母親の葬儀には皆様にはご焼香いただき有り難うご

ざいました。弟がここで御礼すべきですが 職業奉仕があり、申し分けありません。

西村邦雄会長追加：実は私の所の職員がバレーボール練習中に中指の複雑骨折をして相良光

貞先生に本日手術をお願いしていました。

ゲストのご紹介 なし

皆出席顕彰 なし

幹事、委員会報告
魏賢任幹事： ①本日例会後に理事役員会を致しますので、お願いします。 ②来週の例会

はお休みです。③来年度は米山学生が 1 名まいります。カウンセラーは藤間勘菊会員です。

中国の人でカクジュンさん（女性）で、大学は北陸大学です。

ニコニコＢＯＸ ¥30,000- 本年度 \504,500- 残高 ¥3,915,190-

金沢みなとＲＣ相良宝作会員 ご会葬御礼申し上げます。百万石ロータリーの皆々様の友愛に感謝いた

します。 相良会員 ご会葬ありがとうございました。本日は、手術中の為欠席いたします。

西村会長 武藤会員 卓話楽しみにしています。 魏幹事 皆さんこんばんは。武藤会員のお話を楽し

みにしております。 石丸会員 本日は真面目なロータリアンの武藤様のお話楽しみです。又、よろし

くお願いいたします。 木場会員 武藤様、今日の卓話楽しみにしています。金沢市工芸展で杵屋様、

お世話になり有難うございました。 炭谷ガバナー 武藤さん、今夜の卓話楽しみにしています。

会 員 卓 話 「金澤町家の現状と修復のすすめ」

武藤 清秀 会員 むとう設計 有限会社 社長

町家とは一般的に商人、職人の住家のことですが、城下町であった金沢には武士系の住

宅も残っていることから、これらも含めて「金澤町家」とよんでいます。時代的には、

昭和 25 年以前に建てられた建物を指しています。何故昭和 25 年なのかといいますと、

この年建築基準法という法律が制定され、それ以前と同様な伝統的建物を建てることが

できなくなったからです。

歴史の視点から明治維新以降の金沢をふり返り、まちなか（旧市内）区域に残る町家の

現状をお伝えします。明治初年の都市人口は、1.東京 67 万人 2.大阪 29 万人 3.京都 23 万

人 4.金沢 12 万人であり、金沢の人口は全国第 4 位でした。その後武士階級の没落、県

外流出等のため、人口が徐々に減り、明治 30 年頃には 8 万人まで減少しました。その

後次第に回復し、合併のせいもあって現在 46 万人です。明治維新のころに較べますと

人口は 4 倍位になっておりますが、面積は約 50 倍位に膨らんでいますので、人口密度は大幅に低くなっており、

それがまちなかから活気が失われた理由の一つといえます。

第二次大戦では、全国主要都市のほとんどが空襲を受けて住宅も焼失するなか、幸い金沢は戦災を受けなかった

ため、そのまま戦前の町家が残ることになりました。その後昭和 25 年に建築基準法が制定されたため、伝統的建

築様式が引き継がれなくなり、続く高度成長期に建替え、都市計画道路の開通などで、大量の町家が金沢から消

失しました。ここ数年の調査結果でも、年間平均 270 棟が消失しております。現在残っている町家は約 7,000 棟、

現状のペースでなくなっていきますと、あと 30 年も経てば、金沢から町家が完全に消滅してしまうことになりま

す。

町家を所有している方から、昔のやり方で直せる職人がもうおらんやろ、という話しをよく聞きます。金沢につ

いていえば、そんなことは決してありません。昔の技法で作れる大工や土壁を塗ることのできる左官屋さんも沢

山います。ただ、そういった現場が少ないため、そんな仕事をする機会が少ないだけです。ですから、私のよう

な建築士こそ、伝統的な技術を使えるような設計をして、職人に腕をふるってもらい、技を継承して欲しいと考

644 回

ホテル日航5F

2012 3.6 木）19:00
出席率 22/36 61.81%

1 月の修正出席率 66.45%



- 3 -

えています。

戦災を受けた都市のなかに、ポツンと町家が残っている姿を見たことがありますが、とても寂しい光景でした。

非戦災金沢でも、周りが駐車場になって同様な光景が見られるようになってきています。幕末に描かれた金沢図

屏風を見ますと、屋根の軒がつらなった美しい景観と、街道を往来する人々の活気のある様子が伝わってきます。

今からほんの 150 年前には、このような光景が金沢にあったわけです。やはり町家は 3 棟位軒をつらねて建って

いると、それなりの景観になります。

まとめとして、町家を何故残すのかという理由を述べます。第一に、町家のような伝統的建造物は、使ってある

材料、建てるために費やす工期、法律の制約等のため、一度壊してしまうと、同じものを作ることが大変困難で

あるということです。壊せば単なる産業廃棄物ですが、直すことによって資産となります。

次に、単に見てくれだけの修理ではなく、長い年月を経て歪んだ建物の骨格を元に戻し、作られた当時の技法を

使って修復することにより、本物の建物に蘇らすことができます。幸い金沢には、そういった技術を持った職人

が多くいますので、その技を使わないという手はありません。そして、本物には必ず人が集まってきます。実際、

古い建物と伝統的な技術に価値があると考える外国人は、金沢の町家に大きな興味を示します。

最後に、町家のような、風土に裏打ちされた節度のある建物は、住む人に品格と誇りを与えるということです。

もし町家をお持ちの方で、今後どうしようかと迷っておられましたら、修復することを一度ご検討下さい。その

時はお役に立てるよう、お手伝いさせていただきたいと思います。
質疑応答 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」

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）

■ 3．4月 金沢８ＲＣ例会変更

金 沢ＲＣ 4/11（水）18:00～「金沢ニューグランドホテル」観桜会

金沢東ＲＣ 3/19（月）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/9（月）18:30～ 「金沢スカイホテル」春の特別例会

金沢西ＲＣ 3/30（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/6（金）18:30～「和田屋」観桜例会

4/27（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

金沢南ＲＣ 4/10（火）18:30～「観桜会」つば甚

金沢北ＲＣ 4/5（木）18:30～「お花見夜間例会」金城楼

香林坊ＲＣ 4/2（月）金沢エクセルホテル東急２Ｆてまり メイクアップ可

4/16（月）18:30～「観桜会」場所未定

みなとＲＣ 4/17（火）時間未定 「観桜夜間例会」ゆわく温泉かなや

百万石ＲＣ 3/15（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

理事役員会 日 時 ： 3 月 8 日(木) 例 会 後

場 所 ： ホテル日航金沢 5 Ｆ

議 件 ： 1.事務局の運営について 2.その他

東日本震災復興支援コンサートのの案内

3.22（木）18:30 T の世界
石川県立音楽堂交流ホール ¥2,000（全席自由）

第１回 硬式テニス親睦会のお知らせ
我々の地区として最初となる硬式テニス練習試合を行ないたいと思います。4/15(日）pm1～4

スポーツクラブ V １０ 室内コート（泉野） 参加費：1,000円（当日集めます）

2012/03/13（火）冬に逆戻り 降雪があった


