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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 4 月のロータリーレートは １ドル＝ 82 円

金沢百万石

ガバナーからの手紙 「二人の写楽」 炭谷 亮一

フランスの文人アンドレ・マルローは「写楽」を評して［まさに写楽の世界は風刺であり、

排判である。それだけではなく人間の瞬間的な人格をも表現し、ある種の威厳さえ備えている。

だから「近代」の肖像がたりえている。そこが「写楽」の素晴らしさである。］とべた褒めであ

る。

又、日本では、梅原猛は「写楽」問題は単に美術史だけの問題ではなく、邪馬台国がどこか

という問題に匹敵するくらい、日本史、日本文化史上の大きな謎でありロマンであると。

この「写楽」問題を昨年 5 月にＮＨＫのＢＳで 2 回にわたって放映した。幸いにも私は 2 回の

放映を観ることが出来た。番組では「写楽」の正体は阿波の能役者、斉藤十郞兵衛との説が近

年有力とされているとの内容であった。実はその根拠が 2007 年にギリシャのコルフ島で「写楽」の署名の入った

肉筆画が発見され、専門家はこれを真蹟と鑑定した。しかし、私には映像で見る限り稚拙な表現力でとてもとて

も「写楽」作品と思えなかった。放映の中で「写楽」作品の制作順に並べた約 80 枚を比較して見ると前半、後半

で作風にずいぶん違いがあることに驚かされた。前半はユニークな構図とデフォルメされた表現力を持つ傑作が

多かったように思う。後半は、印象に残るような作品はほとんど無く、ごく普通の浮世絵であった。その時、私

は前半と後半で作者が違うのではとの感想を持った。後半

の「写楽は阿波の能役者、斉藤十郞兵衛で間違いないだろ

う。しかし前半の「写楽」については、作品の持つ独特の

構図、力強さ、デフォルメされた表現を発想し描ける浮世

絵師は「あの男」を置いてほかにいないと考えるようにな

った。「あの男」名は当時の画号は「勝川春朗」、のちの「葛

飾北斎」である。「春朗」は「写楽」が活躍した寛政 6 年

は完全に休筆しており、かわりに「写楽」の画号で作品を

発表していたのではと考えられる。ではなぜ、「写楽＝北

斎」は前半でやめてしまったか考察してみた。「写楽＝北

斎」の斬新でユニークな作風は当時、粋で新しい物好きの

江戸っ子達を大いに驚かせ、人気を博したことは想像でき

る。しかし、「女形」の絵を美しく描こうとせず、いかに

男がふんしているように真正直に描いた為、「女形」の役

者からも江戸っ子達からも不評で、版元から「センセイ」
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

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）

6/21 バンドネオン 演奏

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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もう少し美しく描いていただけませんかとの要請に「シャラクセイ！！」「アホクセイ！！」とばかり筆を投げ出

し、そのあとのピンチヒッターが斉藤十郎兵衛だったのだろう。「しゃらくさい・（写楽）セイ」と「おほくさい

・ア（北斎）」というシャレとユーモアの「捨てゼリフ」を画号にした二人の天才浮世絵師「写楽」と「北斎」。

浮世絵師で未だかつて、こんなフザケタ画号はほかにいない。作風から見てもこの二人は同一人物に違いない！！

シャレは絶妙、強烈である。「江戸のスーパースター」葛飾北斎は並外れた個性の持ち主で現代で言えば「ギネ

スブック」ものである。

その一端を紹介してみよう。江戸時代で 6尺の大男、90歳まで長生きした「波瀾万丈の生涯」、根無し草同然の 90
数回の転居癖、30 数回変えた画号。時には、弟子に貸したりもした。気位高く、ケンカ早く、強情、尊大、アマ
ノジャク、シャレ心旺盛、諧譃精神旺盛で、世間をアッと言わせて人を食い、超売れっ子なれど長屋暮らしの借

金渡世、破天荒な奇人、超スーパースター「北斎」の人となりである。

「写楽とはいったい、何者ぞ」巷間の声も何のその、正体探しは野暮の骨頂。

「写楽セイ」と捨てゼリフを吐いて闇に消えた当代随一のシャレ男の正体は？？？？？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
点 鐘
ソング『我らの生生なななな( )』
四つのテスト
西村邦雄会長挨拶：今日は、気温も

上がり、春らしい陽気の一日となり

ました。 桜の花も一気にほころび、

この週末には満開となりそうです。

ゲストを紹介いたします。株式会社

イスルギの代表取締役専務の石動博

一様です。卓話のテーマは「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」です。興味深いお話しになると思います。最

後に、大事な事をお伝えします。事務局の相川晶代さんが、家庭の事情で急遽お辞めになることになりました。

経緯は３月末に旦那さんとお二人でコンビニのセブンイレブンのお店を始められる事が決まり、それを受けて百

万石ＲＣとしては、先日後任の方の募集をハローワークに提出したところでした。

それが、セブンイレブンの本部から委託する店舗が決まり、開店日も５月２５日

に決定したと相川夫妻に連絡が入ったというのです。開店の準備もあり４月２７

日に退職したいとの退職願が本日提出されました。４月１８日にハローワークか

らの求職者の面接を行う予定でいます。経過は追ってご報告しますが、とりあえ

ず相川さんから退職願が提出されたことを公にしました。

ゲストのご紹介 （卓話者）石動 博一（いするぎ ひろいち）様 （株）

イスルギ 代表取締役専務

ビジター 堺北ＲＣ 木畑 清様 金沢北 RCの安宅様の紹介でまいりま
した。金沢で仕事をしています。 金沢市と堺市は友好都市です。－－－－

富山西ＲＣ 源 浩様 来年度のことでまいりました。 以前に 3710地区との関係でおつきあいしています。

皆出席顕彰 2ヵ年 木場紀子（もとこ）会員

食 事

幹事・委員会報告
魏賢任幹事： 本日例会後、理事役員会をいたします。

ロータリー日韓親善会議をいたします。6/1で場所は京都のホテルグランビアで
￥ 15,000です。

谷伊津子会員：5/13の金沢城リレーマラソンに御参加を

炭谷亮一ガバナー：地区のテニス大会をします。今からでも御参加下さい。

ニコニコＢＯＸ
¥18,000- 本年度 ¥563,500- 残高 ¥3,974,190-
富山西ＲＣ源様 懐かしく楽しく過ごしました。ありがとうございました。 西村会

長 石動博一様ようこそ。卓話を楽しみにしています。 堺北ＲＣの木畑清様ようこそおいで下さいまし

た。 魏会員 皆さんこんばんは。石動先輩のお話しを楽しみにしております。よろしくお願いします。

北山会員 石動様、卓話よろしくお願いいたします。7 日（土）チャリティーコンサートは皆様のおかげ
で満員、立ち見の大成功でした。若者の力も借りて復興支援ができました。 ありがとうございました。

木畑 清様 源 浩様

648 回
ホテル日航5F

2012 4.12木）19:00
出席率 19/36 52.78％

3 月修正出席率 68.06 ％
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炭谷ガバナー 石動様、今夜の卓話楽しみにしています。 上杉会員 桜が咲き始めて心がうきうきしてきました。本日は

石動様、ようこそお話し楽しみにしています。 藤間会員 木畑様、遠いところからようこそ。源様、石動様ようこそ。

吉田会員 石動様、ご多忙の中ご出席ありがとうございます。白鷺城の普請の話興味有ります。

講話の時間 「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」
石動 博一（いするぎ ひろいち）様 （株）イスルギ 代表取締役専務

講師紹介：吉田昭生会員 石動さんは 2008 年 9 月にお話をして貰った事があります。いつも新しいものに挑戦されておられ

ます。昭和３５年（１９６０年）８月２３日 金沢生れで

会社関係役職 株式会社イスルギ 代表取締役専務 株式会社アイティックス 取締役

その他法人関係役職 学校法人北陸学院 理事 学校法人アリス国際学院 理事 社団法人金沢青年会議所 相談役（第４８

代理事長） 特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンター 副代表理事 特定非営利活動法人加賀左官

伝統技術保存会 副理事長

任意団体役職 石川県立金沢西高等学校同窓会 会長 法人会青年部 監事 金沢間税会 副会長 石川県間税会連合会

理事 スペシャルオリンピックス日本・石川 副会長 石川県産業教育振興会 常任理事

学歴

昭和５１年 金沢大学教育学部付属中学校 卒業 昭和５４年 石川県立金沢西高等学校 卒業（第３期） 昭和５８年

専修大学商学部商業学科 卒業

講話：4 年前に一度お話いたしましたが、今日は姫路の白鷺城の修復の

お話をいたします。それで先日、行ってきまして写真をとりました。

まだ工事は長い時間がかっかりますが、

現在の姫路城は昭和 50 年に修理しまし

た。今回は 28 億円で行う天守閣の修復

工事です。姫路には職人さんも沢山おり

ますが、私も金沢から参加することにな

りました。

スライドで説明します。昭和 50 年の大

改修ではスロープを作って資材をあげて

いましたが現在はクレーンです。 天

守閣を全部鉄骨で囲んでしまいました。

そこは 1 層から 5 層まであり、瓦と左官

の仕事が多いのです。それも長時間の仕

事です。

城の持ち主ですが、羽柴秀吉、池田輝政、本多忠輔、松平家と瓦の家

紋に変化が見られます。壁のコマイはここは竹でなく木を使っていま

す。壁土は土に藁をまぜますが、腐らせて粘りけをだし、海藻を煮て

まぜます。しかし、城では火気厳禁で困りました。どうやら電気釜の

使用許可が出て、それを使用しました。－－－ 見学者通路や内部の

説明、しゃち瓦、土壁、砂漆喰、仕上げの漆喰などの話、端の窓は耐

震様に締め切り、盗難や火災のＴＶカメラが市役所に直結、 漆喰の

料は 2 年で 250 トンなど－－－－－ 多くのお話がありました。 点 鐘

RI2610 地区硬式テニス大会がおこなわれました。
日 時：２０１２年４月１５日（日）午後１：００～４：００

場 所：スポーツクラブ V １０ 室内コート（泉野）金沢市泉野町4-8-8TEL：０７６－２４４－

３４３４

参加者：松井依里（柴田姉）、柴田実日子（小矢部 RC）、辻清平（河北 RC 76 才？）、新谷寿久（香

林坊 RC)、炭谷亮一（金沢百万石 RC)、杉森裕（炭谷歯科）、清水大志郎（父 富山 RC）、酒谷彰男（金沢西 RC)、
中山芳男（元金沢西 RC）悦子の皆様でした。

今年も『2012 となみチューリップフェア』が 4/25(水)から 5/6(日)まで開催さ
れます。 当クラブでは、ご案内(添付)の通り期間中にチューリップ例会(4/27)及び

『友愛の広場in砺波』(4/25～27)を開催しております。

是非、お越しくださいますよう会員一同お待ちしております。

尚、4/27(金)の例会にお越しの際は、お食事の準備の都合もございますので

別紙名簿を記入の上、4/20(金)までご連絡下さいますよう宜しくお願いいたします。

砺波ロータリークラブ幹事 宮越敏信
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◆２０１２-１３年度 地区テーマ Think，Change and Love Rotary
ガバナーエレクト中尾 哲雄 ホストクラブ 富山西 RC 会長 岩城 勝英 実行委員長 岩崎 和夫

地区協議会開催のご案内とご登録のお願い次年度 会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入

会 3 年未満）の方々には、出席義務としてご登録頂きますようお願いいたします。尚、ご都合の悪い方は、代理

出席者をたてていただきますよう御願いします。 金沢百万石ロータリークラブ 会 長 西村 邦雄

会長エレクト 北山 吉明

.開催日・場所 平成２４年５月２０日（日）富山国際会議場

富山県富山市大手町１番２号 ℡０７６（４２４）５９３１

出席対象者：ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹

事、現・次期地区財務委員長、次期監査委員長、次期クラブ会長

オブザーバー：ガバナーノミニー、次期地区財務委員

【全体会議】

出席義務者：次年度会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・

新会員（入会 3 年未満）

※上記によらず、出席をご希望の方には自由にご参加ください。

※ネームプレートは各自ご持参下さい。

.登 録 料 １名 4,000 円（特別出席者の方々も合わせてご登

録をお願いいたします）※当クラブは、クラブが負担します。

登録締切日 2012 年 4 月 24 日（火）→クラブ〆切 4 月 20 日（金）

出席者予定
特別出席者 炭谷亮一 岩倉舟伊智 後出博敏

次期会長 北山吉明 次期幹事 川 きみよ 次期会計 西

村邦雄 次期クラブ奉仕委員長 村田祐一

次期会員増強委員長 二木秀樹 次期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 若狭豊

次期親睦活動委員長 金 沂秀

次期ニコニコBOX委員長 井口千夏 次期広報委員長 吉田昭

生、谷伊津子

次期クラブ会報委員長石丸幹夫 次期職業奉仕委員長 土田初

子 次期社会奉仕委員長 武藤清秀

次期国際奉仕委員長宮永満祐美 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 藤間

勘菊 3 年未満会員 辰己クミ

５～６月金沢市内８ RC 例会変更予定
金 沢ＲＣ 5/23（水）18:00 ～「チャリティ・オークション」金沢ニューグランドホテル 6/13（水） 休 会

金沢東ＲＣ 6/18（月） 休 会

金沢西ＲＣ 6/29（金） 最終夜間例会 18:00 ～ 金沢都ホテル

金沢南ＲＣ 5/8（火） 休 会 6/19（火） 最終夜間例会 18:30 ～ ホテル日航金沢 6/26（火） 休 会

金沢北ＲＣ 6/14（木） 休 会 6/28（木） 最終夜間例会 18:30 ～ 松魚亭

香林坊ＲＣ 5/7（月） 休 会 6/18（月） ヤレヤレ会 18:30 ～ 未定

みなとＲＣ 5/1（火） 休 会

百万石ＲＣ 6/28（木） → 6/23（土）最終例会 19:00 ～ 湯涌温泉に変更

URLが変更 小松ロータリークラブのウェブ http://komatsu-rc.jp/

地区協議会.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 ２階多目的会議

室

＊今回は会長・幹事・会計部会は別途開催

せず、全体会議前に次期クラブ会長会議を

開催し、次年度予算のご承認をお願いする

こととさせて頂きたく存じます。

11:00 次期クラブ会長会議 受付開始

11:20 次期クラブ会長会議（次年度予算の

承認 他）

12:20 終了

【全体会議】 メインホール

12:30 登録受付

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナー挨拶 他

13:30 ガバナーエレクト所信表明 他

14:15 地区協議会・分科会の主旨表明

14:30 休憩

14:45 分科会

16:00 休憩

16:15 ガバナー所感 他

17:00 閉会点鐘

以上

次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹

事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。

2012.4.15(日） 午後 金沢城と満開の桜

http://komatsu-rc.jp/
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