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

金沢百万石

2012 年 4 月のロータリーレートは, １ドル＝ 82 円
ガバナーからの手紙 「釈迦とサミュエル・スマイルズ」 炭谷 亮一

仏教には「自燈明」という言葉がある。開祖である釈迦が亡くなるとき「これからは私達は何に頼

って生きて行けばいいでしょう？」と嘆く弟子達に向かって、釈迦は「私が死んだ後は自分で考えて

自分で決めろ。大事なことはすべて教えた。自ら明かりを燈せ。誰かが燈してくれる明かりを頼りに

暗闇の中を歩むのではなく、自ら明かりとなれ。」つまり、己で指針を持たなくてはいけないと突き放

したわけである。

実に不思議なことに、140 年以上前のベストセラー本のタイトル「Self-help」、訳名「西国立志論」すなわち現在

では「自助論」の中で、イギリス人スマイルズは、あの有名な格言となっている「天は自ら助くるものを助く」

とのべ、自助の精神は人間が真の成長を遂げるための礎である。自助の精神が多くの人々の生活に根付くなら、

それは活力に溢れた強い国家を築く原動力となるだろうと、釈迦と全く同じようなことを述べている。釈迦とキ

リスト教をバックボーンとしたスマイルズが、同じようなことを述べていることに驚かされる。「自燈明」と

「Self-help 自助」は同義語といえる。

このように、洋の東西で全く同じような格言があり、背景となる宗教観の全く違う種々の人々の生き方にこれ

ほどぴったり符合し、元気を与えてきた言葉はないのではないかと私は考えている。

更にこの両者の格言を進展させれば、たとえば学問をするということは漠然と知識を積み重ねるのではなく、

知識を判断行動に結びつけたり、それをもとに横断的、複眼的に物事を捉え「知識ではなく考え方を学ぶこと」「答

えではなく、答えを出す方法を学ぶこと」更にはビジネスにも人生にも「正解」なんてものはない。自分の力で

一つずつ答えを出していかないといけないと教えてくれて

いる。思い返してみれば、1980 年代の日本は輝ける黄金

の時代であった。敗戦から立ち直り、アメリカの後ろ姿を

目標に一生懸命努力し追いかけ、そしてようやく追いつき、

ひょっとすると超えるかもしれないと国民が思ったときに

バブルが崩壊し、忘れられた 20 年を経験するに至った。

あのとき、日本国民に「自燈明」「Self-help 自助」の精神

があればと悔やまれる！

前人未到の未来を切り開いていく精神力が、あの 1980
年代の日本人には残念ながら伴っていなかった、と言わざ

るを得ない。日本が再び輝きを取り戻すには、「自燈明・

Self-help 自助」の精神に立ち戻るしかないと考えている。
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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



- 2 -

点 鐘
それでこそロータリ
ー
四つのテスト
会長挨拶：今日は、ヴ

ァイオリン奏者の坪倉

かなう様とかなう様の

お兄さんでシャコンヌ

金沢支店長の坪倉康太郎様がおいでにな

りました。ヴァイオリンの演奏とシャコンヌについてのお話をうかがえると思います。

ゲストのご紹介 卓話者）坪倉かなう様（ヴァイオリン奏者） 坪倉康太郎（こうたろう）様（（株）シャ

コンヌかなざわ支店長） 石丸恭子夫人

幹事、委員会報告
魏賢任幹事： ① 親睦委員会からです。4/15 のゴルフコンペは参加者 6 名ですが、出来れば

パーティだけでもでれる人はお願いします。

②それから同日 4/15 ですが、地区の硬式テニス大会をしますので、テニスをされる方はガバ

ナー事務所まで申し込んで下さい。

③ 2 月の出席率は 61.8 ％で地区のワースト５です。これから多いめに出席お願いします。

地区ロータリー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 １

０ 室内コート（泉野） 参加費：1,000円（当日集めます）

広報委員長永原源八郎： 金沢城リレーマラソン大会が5/13におこなわれます。もし、参加される方がありま

したら私までお知らせ下さい。

社会奉仕委員長 若狭豊： 高木真理子様から「子供夢フォーラム」のご支援をよろしく。

ニコニコＢＯＸ ¥20,000- 本年度 ¥524,500- 残高 ¥3,935,190-
西村会長 坪倉かなう様、ようこそ。演奏楽しみにしています。 魏幹事 皆さん今晩は。おかげさま

で娘が念願の金沢美術工芸大学に決めさせていただきました。私事ですが、ご報告まで！（1.1 万円） 石

丸会員 かなうちゃんのバイオリン久しぶり。家内も出てきました。ありがとうございます。 炭谷ガバナ

ー 坪倉かなうさん、今日はようこそ。 吉田会員 坪倉兄妹のご来席ありがとうございます。本日はすば

らしい音色を楽しみにしています。

講話の時間 『東日本大震災復興支援と音楽』
坪倉かなう様（ヴァイオリン奏者）

【プロフィール】2003 年、北陸新人登竜門コンサートオーディションに合

格し岩城宏之指揮オーケストラアンサンブル金沢と共演。その後、チェコ・

スーク室内オーケストラなどと共演。高校卒業後、ミュンヘン音楽大学にて

学ぶ。現在は、金沢市内で“かなう音楽教室”を主宰。 お兄さんが 3 人
おられ、4 番目に女の子出来て「かなう」ということでした。

バイオリン演奏： バッハ無伴奏・パルティータ

坪倉康太郎様（（株）シャコン

ヌかなざわ支店長）

バイオリンの CHCONNE は

ストラディヴァリの製作理論

を再発見し、作り上げた名品

です。

質疑応答
点 鐘

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 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 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 4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

クラブ例会予定追加
2011-2012 年度

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

645 回

ホテル日航5F

2012 3.22 木）19:00
出席率 17/36 47． 22 ％

1 月の修正出席率 66.45%


