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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年９月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問です。全員出席お願いします。

パストガバナーからのの手紙 炭谷亮一
｢北斎と広重考察｣
浮世絵のなかでも名所絵(風景画)は、江戸末期において、いわば旅のガイドブックであった。そこに描かれて

いる風物に憧れ、庶民は旅に出た。当時の交通手段は原則として自分の足、旅の充実感、達成感は現代より大き

かったかもしれない。

｢旅への憧れ｣｢旅へ出ようというモチベーション｣を庶民に与え続けた、北斎と広重は共に同じ時代を生き、お互

いの作品を見て刺激しあったであろうことは容易に想像できる。

北斎が｢富嶽三十六景｣を描いたのは１８３１年～１８３４年と言われており晩年の７０才を過ぎての作品であり、

ある意味北斎の浮世絵の集大成と言える。

一方広重が｢東海道五拾三次｣を描き始めたのは１８３３年頃からであった。広重の作品のなかに十辺舎一九の大

ヒット小説｢東海道中膝栗毛｣の主人公｢弥次｣さんと｢喜多｣さんらしい二人を登場させ人気小説をヒントに浮世絵

でもヒットを狙うと言う手法は当時としては斬新な試みであったと言える。

現代と違い情報の少ない時代、彼達の名所絵を見て旅情を触発され｢えい!!俺たちもいっちゃえ｣と旅に出た江戸っ

子達、道中、スリ・かっぱらい、追いはぎ強盗、自然災害等の危険との隣り合わせの旅であったが｢そんなこと知

っちゃいねえ、時の運次第よ!!｣とばかり、ハラハラ、ドキドキ、ワクワクしながら旅を続けたであろう。

そして旅が完結し帰った日には、親類縁者、友人、ご近所様は言うに及ばず、行く先々でおもしろ、おかしく旅

の話をし、まあ３～４年は話題に事欠かなかったのではないかと想像できる。

北斎の風景画は｢構想的｣｢理知的｣と言われており一方広重のそれは｢写実的｣｢叙情的｣と言われている。

私にとって両者とも何と素晴らしいデフォルメされたユニ

ークな構図でヨーロッパの印象派の画家達(ゴッホ・モネ

・マネ・セザンヌ等)に多大な影響を与えたと、十二分に

想像できる。印象派の画家達は構図だけでなく登場人物の

動感パフォーマンスや色彩のみようを見て目を見張り又西

洋画とはまったく違う特異な画風に腰を抜かさんばかりに

驚愕し、頭をハンマーで殴られた位にショックを受けたと

想像できる。

この二人の偉大なる芸術性に現代に生きる私もただただ驚嘆し脱帽するものである。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

9/ 6 ガバナー補佐訪問

9/13 浅田 正文様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問

9/27 小幡 謙二氏（香林坊 RC）
10/4 高仲 強氏(金沢大学附属病院放射線治療科)

2012 ～ 2013
(役員） 会長：北山吉明 ｴﾚｸﾄ：野城 勲 副会長：宮永満祐美 幹事：川きみよ 副幹事：上杉輝子

直前会長 会計：西村邦雄

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：相良光貞（親睦：金沂秀 プログラム：若狭豊

SAA： 上杉輝子 ニコニコ：井口千夏 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：魏賢任）

奉仕プロジェクト委員長：竹田敬一郎 副：後出博敏（職業：土田初子 社会新世代：武藤清秀

国際：宮永満祐美 ﾗｵｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：岩倉舟伊智）

会員組織委員長：二木秀樹 副：江守巧 会員増強修練：金沂秀

ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：藤間勘菊 年次寄付：北山吉明）

広報委員会委員長：吉田昭生 副：江守道子（広報：谷伊津子 ロータリー情報：木場紀子

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 阿原美和

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 木 9：00 ～ 12：00 ､ 17:30 ～ 20:00 休憩時間 12：00 ～ 13：00

休日（土日祝日) 幹事 川きみよ 090/9766/6666 副幹事 上杉輝子 090
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点 鐘
国 歌 『君が代』
SONG 『我らの生業』
四つのテスト
北山吉明会長 挨拶： 震災後

に、フランクルの「夜と霧」（原題

：心理学者、強制収容所を体験する）

が読まれるようになった、と聞いて

本屋を覗いたところ、本当に書架に

本が並んでいました。この本は以前 NHK 金沢の 630 文

庫で紹介したこともあり、一体この本のどこが震災後の人々の心をつかんだのか、あらためて読み直してみまし

た。するとこんな箇所が目にとまりました。

生きる目的を見出せず、生きる内実を失い、生きていても何もならないと考え、自分が存在していることの意

味をなくすとともに、がんばりぬく意味も見失った人は、痛ましい限りだ。（中略） あらゆる励ましを拒み、慰

めを拒絶する時、彼らが決まって口にするのは決まってこんな言葉だ.「生きていることにもう何にも期待が持て

ない」こんな言葉に一体どう応えたらいいのだろう。ここで必要なのは、生きる意味についての問いを百八十度

方向転換することだ。私たちが生きることから何を期待するかではなく、むしろひたすら、生きることが私たち

から何を期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。

夢も希望も生きる目的さえも失った人に、それでも生きようと思わせるためには、生きる行為そのものを持続

しなさい、とフランクルは言う。やがて、ひたすら生きつづける行為に対して人はそれぞれのそして唯一の答え

を見つけだすという。

とすれば震災で肉親や家や生活の全てを失ったひとも、ひたすら生き続けることで、やがて生きるため

の答えを得ていくのでしょうか。そう願っています。

ゲスト紹介 国際ロータリー 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 木場 紀子 様（金沢百万石ＲＣ）

今月の誕生者の紹介 ９日生まれ 辰巳 クミ 会員

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
川きみよ幹事： ① 8 月 25 日(土)の中村啓二郎氏の壮行会参加の御礼

参加者以外でもクラブから支援も頂戴しました。

尚、この資金はプロジェクトの収支予算外で、現地での生活に役立てて頂くことが目的です。

②金沢家庭裁判所より、家事調停委員の募集について

条件：住所が石川県内、H25．4.1 現在における年齢が 40 才以上 63 才未満 任命日:H25.4.1
申し込み〆:H24.10.31

③マナーをよくする かなざわ市民会議より

H24 年度マナー意識の高揚実践者表彰対象者の推薦について

市民マナーの高揚に貢献していると認められる実践活動を積極的、且つ、概ね 3 年以上にわたり 推進してい

る団体及び個人

推薦〆：H24.10.12
表彰式：H25 年 2 月開催のグッドマナー市民大会の席上で表彰予定

石丸幹夫会報委員長：姉妹倶楽部の世田谷中央 RC に行っての感想。追加

やはり会員数は少なく、私と家内、世田谷 RC ４人の MK があってやっと２テーブルで、会員減

少は深刻な問題でした。というのも「いろいろ ふに落ちない点」もあるのですが前の今井会長

の時「クラブ解散 」を理事会で決議したことです。それで 11 人が退会しました。会長・幹事共

（現役中に退会宣言）に退会です。親クラブの世田谷 RC の合併（吸収）です。しかし、まだクラ

ブには残っている会員もおり、近藤新会長もスタートしています。新会員も 6 名入って、頑張っ

ています。

正式に RI でクラブ の解散の受理もないのに（まだ残留組がいて頑張っているのに）退会者が

出たり、移籍したりするのも不思議な話ですが、親クラブも黙認（いろいろその決定法には噂もある）している

のも また変な話しです。 要するに会員のなかにはクラブ運営が人任せで自分はお客のような気持ちでいる人

もいるからです。

（賛否をとっても、欠席委任状が決定してしまう）。 各クラブ員がこのクラブをよくしたいと言う積極的気持ち

があれば 居心地良いクラブになるのです。 クラブがよくなるも悪くなるのも 人任せでなく自分が動かねば

なりません。

666 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 9.6（木）19:00
出席率 23/35 65.71％

7 月修正出席率 70.00%



- 3 -

新しく 東京に米山友愛 E クラブが出来ます。11/18 昼チャーターナイトがホテルニューオータニであります。

世田谷中央 RC の関博子さんが特別代表です。（世田谷中央の孫クラブ？） 吸収されるどころか また子ども誕生

です。頑張れ世田中です。

このＥークラブには 反対意見もあります。「ネットで例会をするなんて とても賛成出来ん、実際に顔を合

わせてこそ意味があり親しくなる。」 間違いありません。 目の前にいて 握手も出来る例会は確かに素晴らしい

のですが、せっかく例会を毎週開いているのに欠席ばかりではどうにもなりません。これではクラブに愛情がわ

かないし、友達もできません。メール仲間になった方が親しくなります。個人と個人がメールで頻回に直結する

からです。私の経験でも姉妹クラブの退会会員からメールをいただき交流していますが、自分のクラブのオール

欠席会員よりよっぽど親しみをおぼえます。文明の利器は大いに使用すべきで、その足らないと処を人間の知恵

で改良する努力が必要です。「鳴かぬなら鳴かしてみせるホトトギス」

江守巧会員組織副委員長：パイロットクラブについて 9/12（金）～

9/30（日）am10 ～ pm5 最終日は pm1 石川県庁 19F 展望ロビーで大５

赤いパイロット美術展をします。パイロットウォークは 9/30（日）)am10
～ 12:30 です。（参加費¥1,000） 脳関連障害を持つ人々への支援アー

ピールをします。この人達には正規の補助もなく、父母は苦労してお

られます。

ニコニコ Box ¥17,000- 本年度 ¥130,000- 残高 ¥4,206,879-
木場ガバナー補佐:金沢百万石ロータリークラブ様、本日はどうぞよろしくお願い致します。 北

山会長：木場ガバナー補佐をお迎えして。よろしくです。 石丸会員：木場ガバナー補佐をお迎

えして。これから頑張って下さい。井口会員：木場ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。

岩倉会員：木場ガバナー補佐をお迎えして。 大沼会員：木場さん、大役御苦労様です。 魏

会員：皆さん、こんばんは。木場ガバナー補佐、ようこそ！お話を楽しみにしています。 炭谷

会員：木場さん御苦労様です。ガバナーへの一里塚です。頑張って下さい。 藤間会員：木場ガ

バナー補佐をお迎えして。今後ともよろしく。 宮永会員：二週間お休みしました。アメリカの

サウスカロライナ州のクレムソン大学郊外で一週間、孫のもりしていました。

講話の時間 「 １５年目に思うこと 」
国際ロータリー 石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 木場 紀子 様（金沢百万石ＲＣ）

どうにかガバナー補佐をつとめています。この例会の前には北山会長さんらと会長

幹事懇談会をいたしました。ロータリーの楽しさ、難しさなど話しあいました。 こ

のクラブは昨年度は多くの大事業をいたしました。

また本年度は 2013.1.9（水）pm6:30 の８ RC 合同新年会や 4/25（木）の創立 15 周年

例会があります。今年度の例会の会長挨拶は東日本大震災中心のお話を必ず入れてお

られます。月 1 回はその地方のお菓子を会長さんが例会時に配って下さいます。

昨年度のこのクラブの行事は、金沢城のポリオプラスイルミネーション、PRTS、地

区協議会、地区大会など沢山の試練を受け、忙しかったけれどもやり遂げられて幸せ

です。良い経験でした。

今度来られる中尾ガバナーは素晴らしい方です。訪問にご一緒しても素晴らしいテ

ノールでロータリーソングを歌われていました。北山会長のいいライバルかも知れま

せん。また粗食の日の「カレーライス」は粗食でなく、むしろチャリティーカレーと

言った方が良いのではないかとも言っておられました。

少し自己紹介いたします。私は1940年島根県の大田市（おおだし 松江から西 山陰本線30分）に生まれました。

まもなく高知にまいりましたが、空襲や南海大地震 に会い高知県では 679 名もなくなりました。Ｓ 22 年には

広島へ、S27 年には鳥取へ そこでは大火事で家も焼失しました。 その後金沢市に来まして、知事だった柴野さ

んの息子さんや川さん等の友達ができました。神戸薬科大学を卒業して薬剤師になりましたが、32 才の時に、蓮

寺で機織りの講習会があり参加しました。大変面白く感じてやって見ることにしました。そして水野陽子さんお

父さんや大場松魚先生とお会いしました。又後に百万石ロータリークラブへも紹介していただきました。

これまで他のロータリークラブにはあまり行きませんでしたが、副幹事として炭谷ガバナーについていきまし

た。そこでいろいろな事を知りました。例えば富山 RC は会員が 5 年前は 85 が現在は 95 で、悠々たる風格を感じ

ました。高岡 RC は 71 から 70 へ、例会には木槿の花がかざられてました。滑川 RC は 8 名で、若い方は殆どライ

オンズだそうです。富山みらい RC は中尾ガバナーの富山西 RC の子クラブですが、13 名の女性がおられます。野

々市 RC は 12:30 から昼食で 12:45 に点鐘でした。そしてテーブルの方と握手をします。個々にはラオスの事をお

願いしています。白山石川 RC は百万石 RC より新しいのですが、若く元気があり、クラブ要覧も小サイズでした。

金沢みなと RC は社長さんや医者も多いのですが、可成り会場から遠方の方も沢山いて驚きました。 金沢北 RC
は点鐘の銅鑼の音が素晴らしくガバナーも感心していました。余韻をしっかり聞いて落ち着いた雰囲気をつくり
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ました。

今年度の 11/10 ～ 11/11 の地区大会は熊本県知事（河堰撤去など）もいらしゃいます。 点 鐘

至急！ ラオス農業支援センターの開校式について
９月 28 日にラオス農業支援センターの開校式を行います。参加者を募集しております。日程等に関しまして

は、事務局へご連絡頂ければ例会時に日程表等お渡しします。

（9 月 26 日 22:30 関西空港出発 9 月 30 日 16:00 関西空港到着）

現在のところ、岩倉会員、米山委員長 若野会員(高岡ＲＣ)、炭谷の３名が参加予定です。航空便の座席数に限

りがありますので、お早めにご連絡下さい。炭谷 亮一

木場紀子ガバナー補佐との会長幹事会
9/6 の例会前 18:30 ～ 19:00 に北山吉明会長、川きみよ幹事、野城勲エレクト、上杉輝子副幹事が出席しました。

9/6 例会後はクラブ協議会
今年度の実行計画や８ RC 年会 創立１５周年についてなど

正当な方法で出席率を上げよう！

＊ 他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の

時間または場所において例会を開いていなかった場合。

（例会に出なくても出席）

＊ 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席するこ

と。（理事会で指定推奨してみては 例えばラオス奉仕、パイロットクラブ事業に参加など）

＊ 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。、（例会出席にあ

たいする奉仕委員会や炉辺会合を開いて欲しい）

＊会員が 14 日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中、他国で例会に出席するならば、メークアッ

プ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなさ

れる。（14 日に縛られないで何回でも海外でＭＫして下さい）

＊理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、例会に出席できない場合。

要するに理事会が、まめに承認業務を指定すれば出席率があがります。


