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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年７月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからのの手紙 炭谷 亮一
｢島崎藤村考察｣

１９９１年、島崎藤村は明治学院を卒業。在学中に受洗したキリスト教の影響で文学を志した。傍ら明治女学

校の教師となったが、許婚のある教え子への愛に苦しみ、教会を離れて、１９９３年関西放浪の旅に出た。

さて、近代の近親愛スキャンダルといえば、藤村のそれも名高い。姪の島崎こま子(藤村の次兄・広助の次女)

と恋愛・出産事件を起こしてしまったのだ。

藤村が最初の妻・冬を亡くした翌明治４４年（１９１１）、こま子が家事を手伝うために藤村のもとへやってき

た。藤村は３９歳、こま子は２０歳。親子ほども年は離れていたが、男女の関係になるのに時間はかからなかっ

た。

やがて出産、ちょうど『家』を連載しているところで、藤村はすでに文豪として名をなしていた。大スキャン

ダルに発展しそうであることを見てとった藤村は、こま子との関係を清算する目的もあって、大正２年（１９１

３）、フランスへ逃げ出した。

３月に神戸を出航、５月にパリに到着。途中、南仏リモージュ市滞在をはさんで、パリで３年間生活し、ほと

ぼりが冷めた大正５年に帰国した。作家だけあって、藤村は実にしたたか。大正７年からは、こま子との恋愛の

経緯をつづった小説『新生』を朝日新聞に連載している(こま子は節子という名前で登場する)。

経緯だけ見ていると、藤村は自分の作品『破戒』に登場する堕落坊主にそっくりといっていい。主人公が下宿

している寺の住職は、奉公に来ていた若い娘を何度となくレイプする。主人公は娘にほのかな思いを寄せており、

事実を知って苦悩する。

タイトルの｢破戒｣は父の戒めを破る主人公の行動を指しているが、同時に世間のルールにも、仏教の戒律にも

そむいた、その坊主のことも意味している。はからずも自身の代表作の中で、将来の自分の行状を予見していた

わけだ。

いずれにせよ、性への欲求は高名な文学者であっても

抑えがたい。禁忌を犯すことは背徳的な喜びに通じる。
タブーであったがために、よけいに熱情をかき
たてられたのかもしれない。

しかし晩年藤村は、郷里で宿場役人の古記録｢大里屋

日記｣を発見した彼は、そこに息づく街道筋の生活を基

盤として、近代日本の胎動期の苦しみを描いた大作｢夜

明け前｣を書き上げた。この作品の中に、私は藤村の枯れた淡々とした｢心の平安｣が感じ取れる。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

7/19 米山奨学委員長 若野 恒彦様

7/26 金沢刑務所所長 毛利 龍夫様

8/２ 金沢市立病院院長 高田 重男様

8/９ よしだ小児科ｸﾘﾆｯｸ 吉田 均様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問
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点 鐘
１ SONG
奉仕の理想
２．四つのテスト
３．北山吉明会長

挨拶 福島県の小学校では、

校庭や運動場にモニタリングポ

ストが文科省により設置された。

これは、放射線測定器である。

この器械が、年間２０ミリシー

ベルト以下の値を表示すれば、安全だから戸外活動を許可する、という。ところが、この２０ミリシーベルトと

いう値が安全でないことは、多くの学者が指摘しており、保護者も良く知っている。福島の母親は、あさ笑顔で

子どもを学校へ送り出しながら、自己嫌悪に悩んでいるという。石川県でも民間の放射能測量所が加賀市で立ち

上がろうとしている。ヒトがどれだけ忘れようと放射能は毎日、人体を蝕み続けていることを忘れないでおきま

しょう。

ゲスト紹介： (卓話者) 若野 恒彦 様 (2012-13 年度 米山記念奨学

会委員長)、 (米山奨学生) 郭 蒓 様 奨学金の支給 (韓国交換

学生ホストファミリー) 上杉 幸代 様

ビジターの紹介 黒川 伸一 様(ロータリー財団委員会 次期委員長)

郭 蒓 様：9月に入学試験を受けます。一生懸命やります。よろしく

お願いします。

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告 なし、

ニコニコＢＯＸ 若野様：卓話の機会を頂き大変感謝致しております。精一杯、説明させて頂きます。今後と

も米山事業に格段にご支援ご鞭撻お願い申し上げます。黒川様：炭谷パストガバナー、昨年は御苦労様でした。

これからも宜しくお願いします。北山会長：若野様ようこそ、宜しくお願いします。石丸会員：若野様ようこそ、

本日はありがとうございます。上杉会員：若野米山委員長、郭様、上杉幸代さん、黒川委員長、ようこそ、いら

っしゃいませ。皆様暑さに負けないようになさって下さい。木場会員：米山奨学会委員長、若野様ようこそ。黒

川次期ロータリー財団委員長、昨年は大変お世話になりました。東海林会員：皆様お久しぶりです。ﾋﾟﾃｨﾅ･ﾋﾟｱﾉ

ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝでは賞状とトロフィーを出して頂きありがとうございました。炭谷会員：今夜の卓話に米山奨学委員

会委員長若野様をお迎えして。藤間会員：若野様ようこそ、卓話よろしくお願い致します。米山頑張ります。黒

川様ようこそ。郭蒓さん頑張ってますか。

講話の時間 若野 恒彦 様 地区米山記念奨学会委員長

卓話者プロフィール

（自己経歴）ワカノ電工株式会社代表取締役社長職業分類 電気器具販売

（ロータリー歴）1990 年 高岡 RC 入会 1995 年 クラブ幹事 1998 年 地区副幹事 2010 年 クラブ会長 2011 年 地

区米山奨学生委員 2012 年 地区米山奨学会委員長

｢理解につなげ寄付増進！ 今何が必要か？｣

米山奨学生学友の今回の東日本大震災に対す

るする関心は非常に大きく、例えば台湾の国

立大学で教鞭とっている李玉璽さんは「教員

達に募金の呼びかけをはじめます。」王剛さん

は「論ずるより行動！今こそ心を一つにして、

米山奨学生の気持ちを示そう。」Shizu Lin さ

んは「ニュースを見て涙が出るくらい悲しい

です。 頑張れ！日本！。」、Sto Otgonbayar
さんは「私はアメリカから日本の皆様の無事

をお祈りします。」とのべています。また台湾

・韓国・中国の海外学友会などから７４０万円の義援金がよせられ、200Kg の支援金

をもって緊急来日されています。

黒川 伸一様

659 回

ホテル日航金沢３Ｆ

2012 7.12（木）19:00
出席率 17/35 48.57％

６月修正出席率 66.25%
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この「米山」は ”心”を伝える奨学制度であり、世話クラブやカウ

ンセラー制度はロータリークラブの独特なもであり、人の心の繋がりを

作り国際親善や平和に寄与することは他の制度に類を見ない独得なもの

で大いに誇るべき制度です。しかも民間最大の奨学団体で年間 800人、
累計で 120カ国 16,389人です（民間奨学団体数は 129団体）。
この資金はすべて厳しい経済情勢の中での会員の寄付がすべてをまかな

っています。日本独時のもので 1952年、東京 RCがスタートしました。60
年の歴史があります。

年間 800人の採用危機！ 個々二年間連続赤字で特別会計積み立て財

産を取り崩しています。2011/6/3の理事会緊急決議で①年間 800名体制を維持する、② 14.5億円を目標、③年間
16,000円/人の寄付目標です。現在は年 1億 1千万円の赤字ですから奨学生を 800人減らすか、奨学金の減額か、
寄付の再挑戦という事になります。

特別寄付の課題 2610地区はこの特別寄付者が少ない。19.5％です。（全地区平均は 38.4％ 2011/6/30）。年間
6,000円/人の普通寄付も 2610地区 66クラブで目標を超えているのが 43クラブで 65％です。特別寄付者（金額 19.5
％）を入れても 12,235円全国平均の 14,600円にはなりません。
（わが RI2610地区では 20位/34）。2610地区次年度目標は何とか 16,000円/人とクラブ普通寄付金年間 6,000円

で行きたいです。寄付と税金ですが 所得税と法人税の優遇はあります。年間 2,000円からあり、年所得 1,000円
の方は 10万円寄付すると 32,340円の所得税が軽減されます。

反省と対応 趣旨徹底を 地区協議会のタイミングは遅すぎるので、PETS直後のクラブ理事会に上程すべきです。
サブクラブ制度について 2610地区には米山奨学生世話未経験クラブが 12RCあり遠隔地である事で奨学生が

出席しにくい事が理由であるので、①これをサブクラブとして米山奨学生との交流チャンスを増やす工夫をする。

②ガバナー補佐への支援要請 ③ラオス支援プロジェクトに地区米山奨学金を 次期会長には是非、米山の目標

をお願い！

後は若野委員長の高岡クラブの実情や富山みらいクラブと米山サブクラブ入善クラブでの 1名の米山奨学生導入
計画。

ラオス支援計画と米山
地区奨励奨学金の活用 渡航すら出来ない最貧国ラオスの次世代対策として、農業近代化支援プロジェクトがあ

る。ラオス農業支援サンターは竣工式で炭谷亮一ガバナーは「ラオスの若者が未来に向かって羽ばたく一助にな

りたい。現地の状況に即した支援を 今後少なくとも 3年は継続したい。ラオスでは将来農業を志す高校生への
職業関連教育は初めてで、将来のモデルケースにしたい。この 2610地区への期待は大である。 概略計画は① 2012
年 9月開校、② 2013年 6月卒業生 2名（？）を招聘、③アリス学園で日本語教育、④石川県農業試験場で技術指
導 最低２年間の支援検討する。アオス教育省とは緊密な人的パイプヺ作る。ラオスと金沢の人脈作り、単なる

箱物援助で終わらせない。等、これからは新しい手作りの支援をして行くのが、米山の真髄です。

点 鐘
★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １４８号 ★ 2012年7月12日発行
：：今月のトピックス：：
１．寄付金速報 ― 2011-12年度寄付金結果 ―
２．学友の姫軍さんから6年連続で毎年50万円の寄付
３．第２回米山奨学委員長セミナーを開催
４．学友が韓国・済州ＲＣ第50代会長に就任

南光州 RC韓国青少年の金沢訪問団について
朱美宣(Joo mi sun) 20歲 女 大學2年 朱炅完（チュヒョンワン）會員 子女
柳賢芝(Ryu hyun ji) 16歲 女 高1年 金熙鳳（キムヒボン）會長 姪
金서연(Gim seo yeon) 11歲 女 小學6年(妹) 金永日（キムヨンイル）會員 子女（去年日本側
金주연(Gim ju yeon) 13歲 女 中1年 (姉) 金永日會員子女 小学生Ｈｏｓｔ）

留学生・付き添い会員の食事、入場料 クラブで予算のある限り負担する予定 ７/29は会費制

昼食 1500円程度 夕食 3000円程度 会員がアルコールを飲む場合、自己負担

参加しない会員は2,000～3000円のご協力をお願いします

加畑騎理子 様 09023781927 kiriko0509kbt@docomo.ne.jp

7/11から短期アメリカ交換学生 1名(川さん受入)が 来沢します。 また 7/25から韓国の青少年 4名 小松に

つきます それに合わせて 別紙の通り計画を立てております 皆様 どうぞ ご協力をお願いいたします

アメリカ 18歳 女 ABBEY Alex

短期アメリカ交換学生

受入家庭の川さん 北山会長 藤間カウンセラー 宮永(国際奉仕委員長) でなんとかできる予定です。ただし、
韓国の青少年が到着したら合流します

.
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韓国の青少年 送迎について

①小松空港へのお迎え 7/25 10:55 着です。 １人でも多いと、子供たちは嬉しいと思いますので これる方は

お願いします。

②送別会は 7/29「 桜はなび」です

会費制となりますが 参加できる方はぜひお願いします。 詳しい出欠は連絡します。 ③歓迎の紙を書いてく

ださる方いらっしゃればありがたいのですが 、有志募集します。「歓迎・・・・さん」だけでいいと思います。

④お忙しくて、宿泊、付き添いなども無理な方には 活動してくれる会員へのサポートととして

2000 円から 3000 円の援助をお願いします(最低 2000 円)予算は組んでありますが毎回活動して時間をかけている

会員が経済的援助もしている現状ですので、よろしくご協力をお願いします。 国際奉仕委員長 宮永満祐美

－－日程－－
25(水) 金 川 上杉（迎えのみ）石丸(迎え)宮永

(AM)10:55 小松着 金沢への道で昼食(9名) 13:30 野田山墓地へ(韓国の偉人の墓参り)

14:30 ホストの家 休養 17:30 加畑家へ迎え小松からの移動 金

ホストへ 金 →大倉家 、加畑家 加畑家迎え → 藤間 川さん →川家

大倉家は大倉さんが日航まで送迎

18:00 夕食 子供6人 藤間 吉田 杵屋 キムセジン その他有志

場所：日航ホテル『ガーデンハウス』会員：4000円 子供はクラブから

藤間 →川家 →加畑家(出席者の中の誰か)

26(木) 金・上杉 川(PM宮永 （朝のみ）井口9:30 ホストへ迎え 10:00 忍者寺・兼六園・金沢城

12:30 兼六城下町 TEL:210-811113:30 兼六園下・観光物産館もしくは東山 その後日航ホテルへ （夕食）

（上杉さんのお孫さん参加） 朝)大倉家は、忍者寺集合 加畑家へは上杉、川家へは宮ホテルから大倉家－大

倉さん迎え 加畑家→加畑、川家－川 ホスト 金姉妹 大倉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

27(金) 金・藤間 上杉・吉田9:30 ホストへ迎え 10:00 ガラス工房(120分程度) 昼食どこかでランチ

14:00 浅野太鼓(体験ワークショップ 30分程度) 移動

※時間があれば卯辰山工房(40分)TEL:251-7286 16:30 如来寺 18:00 鐘つき体験 18:15 ホテル金沢へ

夕食 子供6人 金・藤間・上杉27(金) 金・藤間

ホストへ迎え 朝 加畑家 －上杉 大倉家 －金 川家 －藤間

ホテルインへ 上杉、金、藤間 ホテルから 加畑家、上杉家 －上杉・金 川家 －藤間ホスト

金姉妹 上杉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

28(土) 金・川 9:30 ホストへ迎え 10:00 日航ホテル玄関で川会員と集合 一日 能登お祭り観光、水

族館など 17:30 日航ホテル前で解散 夕食は各ホストで対応 朝 金、川

日航までの28(土) 金・川

ホスト 金姉妹 上杉家 朱 柳 加畑家

ALEX ABBEY 川家

29(日) 金・上杉 宮永､加畑(AM) 川(PM) 大倉さん石川さんお子さん2名9:30 ホストへ迎え

10:00 日航ホテル前で集合 ※金 車へ荷物移動 買い物など、近くでランチ 午後 自由 一度それぞれの

ホストへ戻り、パッキング等 朝 加畑家へ金 上杉家 –上杉 川家 －宮永

上杉家 －上杉 、 川家・金家 －金

ホスト 金姉妹 上杉家 朱 柳 金家

ALEX ABBEY 川家

17:40集合 送別会さくら花火『さくら花火』 18:00会費:4000円

30(月)

上杉・川・金 9:00 ホストが小松空港まで送る 12:00 小松発上杉・金

(短期交換留学生) ＡＢＢＥＹ ＡＬＥＸ さん (アメリカ）
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地区大会ご案内
国際ロータリー第２６１０地区大会が１１月１０日（土）・１１日（日）

に、

富山大手町ロータリークラブがホストで開催されます。ご多用とは存じ

ますが、多数

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

尚、11 月 15 日(木)の例会は地区大会の振替となるため、例会はありませ

ん。

敬具

◆ 11 月 10 日（土）13：00 ～ 14：50 指導者育成セミナー

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、地区役員・地区委員長

会長、幹事、次期会長、次期幹事、五大奉仕委員長

◆ 11 月 10 日（土）15：00 ～ 17：15 本会議Ⅰ

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、地区役員・地区委員長

会長、幹事、次期会長、次期幹事、五大奉仕委員長

◆ 11 月 10 日（土）17：30 ～ 19：30 RI 会長代理ご夫妻歓迎夕食会

出席対象者：ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、地区役員・地区委員長、会長

◆ 11 月 11 日（日）13：30 ～ 17：40 本会議・記念講演

18：00 ～ 19：30 大懇親会

出席対象者：全会員、ご家族

大会登録料：会員 １１,０００円（内クラブ負担 5,500 円） ご家族

8,000 円

※ 会員の大会登録料は上期のｸﾗﾌﾞ会費に含まれておりましたので、集

金はありません。

※ 詳細はパンフレットにてご確認くださいますようお願いいたしま

す。

※ 別紙出欠通知書にて出席される部分に出欠の連絡をお願

い致します。

７月 31 日までにご返信願います

韓国光州より青少年来る
－－－南光州－金沢百万石ロータリー交流事業－－－

환 영 한국 광주시의 청소년 여러분
歓迎 韓国光州市の青少年の皆様 7.25 小松空港にて


