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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 12 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

年次総会で 13 ～ 14 理事役員が承認されました。

監査 後出博敏

クラブ管理運営委員会

委員長 西村邦雄 副委員長 二木秀樹

①親睦 ○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満 井口千夏

②プログラム ○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀

③ SAA ○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

④ニコニコ ○江守巧 東海林也令子 大路孝之

⑤友好・クラブ細則 ○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

＊直前委員長＊直前委員長 村田祐一

奉仕プロジェクト委員会

委員長 木場紀子 副委員長 水野陽子

①職業奉仕 ○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生

②社会奉仕 ○谷伊津子 辰己クミ 大沼俊昭

③国際奉仕 ○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

＊直前委員長 竹田敬一郎

会員組織委員会

委員長 金沂秀 副委員長 辰己クミ

①会員増強修練 ○藤間勘菊 石丸幹夫 炭谷亮一 金沂秀 魏賢任

＊直前委員長 二木秀樹

ロータリー財団委員会

委員長 藤間勘菊 副委員長 永原源八郎

①ロータリー財団・米山奨学会寄付 ○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ

②年次寄付 ○野城勲

＊直前委員長 藤間勘菊

広報委員会

委員長 村田祐一 副委員長 江守道子

①杵屋喜三以満 相良光貞

②ロータリー情報 ○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美

③会報とホームページ ○石丸幹夫

理事 西村邦雄 クラブ管理運営委員長

木場紀子 奉仕プロジェクト委員長

金沂秀 会員組織委員長

藤間勘菊 ロータリー財団委員長

村田祐一 広報委員長

石丸幹夫 常任理事

吉田昭生 常任理事 計 7 名

役員 野城勲 会長

宮永満祐美 会長エレクト

若狭豊 副会長

魏賢任 副会長

幹事 上杉輝子

副幹事 井口千夏

会計 東海林也令子

SAA 武藤清秀

直前会長 北山吉明 計９名

野城勲次期会長

上杉輝子次期幹事

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0676 2012 12.20

Kanazawa Hyakumangoku

．

クラブ例会予定 2012-2013 年度

12/20 年忘れ例会

12/27 例会休会

1/9 金沢 8RC 新年合同例会(ホストクラブ）

1/10 新年合同例会の振替 休会

1/17 玉田善明(北 RC 会長）
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＊直前委員長 吉田昭生

継続性、一貫性を図るためにをはかるためにクラブ委員会委員は原則として 3 年を任期とします。

その他の委員会と担当者

長期計画委員会・喫煙問題委員会 村田祐一

内規規定委員会・指名委員会・ＣＬＰ委員会 随時開催

長期友好クラブ担当

南光州 RC 金沂秀 石丸幹夫 岩倉舟伊智 江守巧

（以上その年度の友好委員会・国際奉仕委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

東京世田谷中央 RC 炭谷亮一 岩倉舟伊智 石丸幹夫 木村幸生 藤間勘菊

京都北東 RC 炭谷亮一 杵屋喜三以満 水野陽子

高崎 RC 石丸幹夫 村田祐一 藤間勘菊 宮永満祐美

（以上その年度の友好委員会に協力するので委員会は必ず相談すること）

パストガバナーからの手紙 炭谷 亮一 １２月２０日用

｢古代史探訪｣その１～聖徳太子は実在したか？～

私みたいな素人の考古学ファンにとって、現在の考古学界では｢聖徳太子は実在しなかった!!｣或いは｢聖徳太子

は虚構(架空)であった!!｣との説は、異説ではなく定説となりつつあると考古学の多くの書籍の中に記述を発見し

て、天と地がひっくり返る位びっくりし、落胆させられた。

突然 1400 年間存在した、我々日本人にとって非のうちどころのない、古代史の｢スーパーヒーロー｣が消滅して

しまった思いだ。有史以来の日本の国家形成の土台そのものを揺るがしかねない大問題である。日頃物事をセン

セーショナルに煽り立てるマスコミも慎重に対応しており、波風を立てないで、時間の経過とともに日本人に自

然に広くゆっくり浸透して行くのを期待している様である。

607 年遣隋使を派遣し小野妹子に持参させた、あの有名な国書｢日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致

す。つつがなきや云々｣隋の｢煬亭｣はこれを見て｢蛮夷の国書で無礼である｣と激怒したと伝えられている。小野妹

子の説得もあり、考え直した｢煬亭｣は裴世清を日本に送る決心をした。

隋との対等外交を成功させたのは、推古朝での候補となるのは｢厩戸皇子｣と｢蘇我馬子｣しかいない、当時の積

極外交を進めていた最高実力者である｢蘇我馬子｣であったとの見方が強い。

なぜ｢聖徳太子非実在説｣が唱えられ始めたのか検証して見ると、江戸時代後期の考証学者・狩谷棭斉は、｢日本

書紀｣と聖徳太子伝記｢上宮聖徳法王帝説｣比較研究した結果として十七条憲法は聖徳太子によるものではなく、日

本書紀の作者(藤原不比等など)が捏造したものだと指摘したのだった。

また｢日本書紀｣の研究家として有名な歴史学者・津田左右吉氏は、1930 年（昭 15 年）に発表した｢日本上代史研

究｣の中で、やはり｢十七条憲法｣は聖徳太子の作ではなく捏造であると指摘した。その為に｢兇悪思想家｣として当

時の政府から弾圧を受け、著書を発禁とされたうえ、早稲田大学の教授を辞職させられている。しかし戦後、復

権し 1947 年に文化勲章を受章している。

そして近年、歴史学者の大山誠一氏は 1999 年｢(聖徳太子)の誕生｣において、聖徳太子は日本書紀が捏造した単

なる神話的存在(架空の人物)に過ぎないと主張した。大山氏は書の中で、用命天皇と穴穂部間人の間に生まれ、

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 T076-262-2211 F076-262-2241 (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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斑鳩宮に住んで｢法隆寺｣のもととなる寺を建立した｢厩っ戸皇子｣の実在を認めつつも｢十七条憲法｣をはじめとす

る偉大な業績を否定した。以上三人の学者の見解では｢十七条憲法｣は 604 年に制定とされているが、その内容に

推古朝にふさわしくない記述が多々あると述べている。例えば｢国司｣と記されているが、｢国司｣は 646 年以降に

登場する｢官名｣である、日本書紀の記述によって太子は｢摂政｣であったとされているが、｢摂政｣が職位として成

立するのは 858 年であり、｢皇太子｣との記述にも｢立太子制度｣は 689 年からであり記述は捏造の疑いが強い。｢十

七条憲法｣が捏造なら｢聖徳太子｣は捏造であると決論づけている。更に追い打ちをかけるように、戦前に 4 回、戦

後に 3 回、紙幣に使用された｢聖徳太像｣高貴で知的なりりしいお姿は我々に｢聖徳太子｣のイメージを決定的なも

のにしたこの肖像も、1982 年に東大史料編纂所の今板愛真教授が｢もともと川原寺にあったもので、聖徳太子を描

いたとする確立は低い｣と発表し物議を醸した。その後大阪外国語大学の武田佐和子教授は、｢太子像｣は太子の没

後 100 年以上経ってから描かれたものであるとの研究成果を発表した。まことに残念ながら政府は聖徳太子架空(虚

構)説を支持せざるを得なくなり、今日では太子の肖像を紙幣に使用することを断念したと思われる。

最後に｢聖徳太子｣は偉大な政治家であり、思想家である、いわば聖人である。我々日本人は子供の頃から、繰

り返し教育され、皆そう信じて来た。｢聖徳太子信仰｣｢聖徳太子崇拝｣すら存在した。ところが学問的検証により、

｢聖徳太子｣は｢日本書紀｣が捏造した虚構であり架空の人物であるとの指摘に私としては･･･。

最近の歴史教科書の多くは｢厩戸皇子(聖徳太子)｣と記述しており、その扱いは以前に比べて極端に小さくなって

いる。更なる詳細な｢聖徳太子｣研究を待ちたいものである。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
SONG『奉仕の理想』

野城 勲エレクト：北山吉明会長は

まだ診察中だそうで、もう少しかか

ります。代わりにゲスト紹介いたし

ます。小松の松葉屋の那谷忠之様で

す。

ゲスト紹介：（卓話者）(株)松葉屋常務取締役 那谷忠之(なたただゆき)様

ビジターのご紹介：なし。

今月の皆出席表彰： なし

《食 事》 いただきます！

北山吉明会長到着： 診察終了頃、80 才の方がころんでで怪我をされて来院さ

れました。その治療でおくれました。

米山功労賞： 藤間勘菊ロータリー財団・米山委員長。「500 円貯金を一年間し

てまいりました。」

会長挨拶： 経済界では 3 月 11 日の東日本大震災処理は終わった、これからは復興特需でにぎわうぞ、という空

気があるようです。ボランティアの意識の中にも、トレンドはもう別に移っているぞ、と云う

空気感が漂っているようです。８ RC の新年合同例会の件でも、復興支援の寄付についてお話し

たところ、「あれはもう済んだろう」と、思わずもらした本音が聞こえました。現実を見ないで、

想像の世界だけで、あるいはデーターの世界だけで物事を判断すると、人は真実からどんどん

遠ざかっていくことになります。それは、患者という実体を診ないで、影である検査データー

から病気を決めてしまう医者に似ています。新聞もテレビも雑誌も本も、すべてはデレクター

や編集者や作家のフィルターを通してみた世界です。その限りにおいて、情報とは、他人の見

方、考えかた、価値観です。参考にはなるが、そのまま取り込んで、それが自分です、とは言

いたくないはずです。周囲の雑音に迷わされずに、自分の六根で世界を捉えることが情報過多

な現代で、特に求められていることです。自分の足が地に着くこと、そんな生き方ができればといつも思ってい

ます。ちなみに、東北大震災の復興、特に福島の復興は、まだ始まったばかりです。

幹事報告・委員会報告
川きみよ幹事： 来週 12/20 はクラブの年忘れ例会です。御家族やお友だち多数数ご出席下さい。

本日が〆切りです。

今日の卓話の方のご紹介もいたします。 那谷 忠之（なた・ただゆき）さんは小松空港にもでて

おります人気のお菓子、栗蒸し羊羹「月よみ山路」で全国に知られる(株)松葉屋（創業嘉永五年）

の常務取締役さんです。39 才です。又被災地のお菓子を食べようと言う事で本日は煎餅を持って

まいりました。いつも北山吉明会長に買っていただいているのですが、今回は那谷さんに手配し

ていただきまして、会社のご好意で皆様是非食べて頂きたいと云う事です。 又販売用ももって

まいりましたので 200 円です。お買い求め下さい。

679 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 12.13(木）19:00
出席率 22/35 62.86 ％

11 月修正出席率 69.10%
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東海林也令子ロータリー財団・米山副委員長： 12 月 8 日（土）の米山年末懇親会(場所:オ
ークスカナルパークホテル富山)がありましたカウンセラーとして郭じゅんさんと

いっしょに行きました。強風で特急も止まり、車もだめで普通列車での各駅止ま

りで往復しました。先週の会報にこの記事がでていました。

金沂秀会員増強修練委員長：来週の年忘れ例会を盛り上げるために是

非 オークションの品を持ち寄って下さい。よろしくお願いいたします。

ニコニコ Box ¥35,000- 本年度 ¥320,000- 残高 ¥4,397,216-
北山会長：那谷様、ようこそ。 井口会員：那谷様、ようこそ。本日は宜しくお願いします。炭谷

会員：那谷様、今夜は御苦労様です。 土田会員：お休みばっかりで、お役にたてませんで申し訳

ございませんでした。遅れましたがニコボックス致しました。 藤間会員：那谷様、ようこそ。い

つもおいしいお菓子をありがとうございます。 宮永会員：那谷様、本日はよろしくお願いします。

講話の時間 那谷 忠之(なた ただゆき) 様

プロフィール：那谷 忠之（なた・ただゆき）

栗蒸し羊羹「月よみ山路」で全国に知られる(株)松葉屋（創業嘉永五年）の常務取締

役。石川菓業青年会会長、石川県菓子工業組合理事を務める。お菓子で東北に笑顔を

届ける復興支援活動をはじめ、菓子交流イベントの推進、菓子文化の普及発信に力を

そそいでいる。来年度より全菓連青年部中部ブロック長。３９歳。

講話： 「 震災のおかげ 」

小松の那谷です。この様な人生の先輩の方々の前で難しい話しも出来ませんが、世間

話をいたします。川きみよさんから震災の話しをたのまれました。3/11 の直後電話が

あり、あちらの知り合いの看護婦さんがいて石川のお菓子をもって行く事のしました。

私はひきやま子ども歌舞伎 5 人衆の一人ですが、このとき東北の災害があり、6 月になりまだ何にもしていませ

んでしたので将来、孫にも良い格好したく、お菓子で奉仕することにしました。盛岡のお茶の先生に頼まれ、被

災地の人のためにお菓子を出したり、お菓子作りをしたりすることにしました。当時の宮古市は鳥の声もなく、

死んだ街でした。被災の方は仮設住宅に住んでおられ、ホテルの宴会場が幼稚園でした。 おやつもなく茶道も

ビスケットがお菓子でした。漁師の方とお話しをしましたが網に遺体がかかってきたこともあるようでした。「戻

ってこれて良かった」と云っていました。震災の事はあまりお話しにならなかったのですが、お菓子の縁でうち

とけて、当時の様子を聞くことが出来る様になりました。公園のトイレで一週間を過ごされた人もいました。

そこでは四カ所でお菓子の教室をしました。その後、震災地と７回のお菓子交流をしましたが、あまり復興は進

みません。今ではボランティアも激減です。政府も何にも出来ない様です。街の復興図は書いてあっても実行は

全然なしです。FaceBook の反応も東北の事はだんだん薄くなりました。現場を見てきた一人として、東北の人を

続けて援助して上げたいと思います。先日の新しい地震でも大変パニックになった様でした。仲良くなったおば

さんも私の声を聞いて喜んでおられました。やはりまだまだ支援が必要です。土地の人は支援だけでなくこちら

へ来たからには中尊寺も廻って、美味しいモノを食べて云って下さいといわれます。まだ津波は来るかも知れな

いが、ここにいたいといわれます。宮古市のガレキの処分に石川県が最初に手を上げて下さいまして嬉しいこと

です。といわれました。処理しようにも場所がないコンクリートもない、人もいないの八方ふさがり状態でした。

私自身ロータリアンと違ってボランティアを殆どせずにおりましたが、初めて奉仕を考えました。福島はまだ本

当に困っています７．仮設住宅には年寄りや、病人もいます。この人達はお話しを聞いてあげるだけでも喜ばれ

ます。 点 鐘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8RC 新年号同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。百万石ＲＣらしい合同例会にするため、全員

出席でご協力のお願い申し上げます。当日の役割分担の関係上、確実な出席者の把握をしたいと思いますので、

出欠を問わず必ず11月22日迄にご提出ください。ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

日 時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

今年度の年忘れ例会と大路さんの歓迎会
金沢百万石ロータリークラブ クラブ管理運営委員長 村田 祐一 親睦委員長 金 沂秀

毎年恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの

上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。

１２月２０日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ ルミエール ｣
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会 費 会員 8,000 円 御同伴者（中学生以上） 6,000 円 子供（小学生以下） 3,000 円

〆 切 １２月１３日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１

※オークションへの出品は、時間の関係上 一人一品限りとさせて頂きます。出品用紙を後日配布しますので、

当日添付の上ご持参下さい。

韓国南光州 RC 事務所からから MG のお礼の E-mail 二回目
행사준비로 답신이 늦었습니다. 죄송합니다.

보내주신 메일은 잘 받았습니다.
이상근 전총재께는 17일(월) 주회에 보여드립니다.
매칭그랜트 신청서는 로타리재단에 18일 메일로 보낼계획입니다.

그럼 로타리재단에 접수되고 재단의 검토후 승인까지 약 한달정도 걸린다고 합니다.
백만석클럽과 자매클럽은 승인후 로타리재단으로 송금해 주시면 됩니다.
매칭그랜트 사업에 도움주셔서 진심으로 감사드립니다.

翻訳：行事準備で返信が遅れました。申し訳ありません。

送ってくださったメールは確かに受け取りました。

李庠根前総裁には 17 日(月)の週会にお見せします。

マッチンググラント申込書はロータリー財団に 18 日にメールで送る計画です。

それではロータリー財団に受け取られて財団の検討後承認まで約一ケ月程度かかります。

百万石クラブと姉妹クラブは承認後ロータリー財団で送金して下されば良いです。

マッチンググラント事業に助力して頂き心より感謝申し上げます。

（ＭＧ協力募金はお陰様で現在￥ 141.000 になりました。クラブ負担 1000 ドルと併せてもうすこしで 3000 ドルす。

有り難うございます。石丸幹夫）

南光州 RC 朴天學先生よりの E-mail
石丸幹夫先生， 長らくご無沙汰いたしました。何時もお元気のことと思います。百万石の

皆様の活発な活動は会報を通じてよくわかつてをります。

先日炭谷先生から 3710 地区大会日時についてお電話がありました。

2013 年 5 月 24 日（金）－ 25 日（土）です。（炭谷先生にお知らせいただきます）

呉賛教Ｇｏｖｅｒｎｏｒ年度で沢山の百万石会員がご参加してくだされば栄光でございます。

今年の 2610 地区大会に参加できなかつて申し訳ございません。

その時光州で日韓交流小児科Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ（愛媛県，光州全南小児科支会）を開催し

ました。 酷寒が続いてをります。ご健康でありますように。

会員皆様にも宜しくお願い致します。

2012.12.12

金沢８ RC 新年例会について 2013.1.9（水）18:30 点鐘 ホテル日航金沢 4F 鶴の間

18:30 ご祝儀 素囃子 三廓芸妓 連中

18:40 点鐘 北山吉明会長

国歌斉唱「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」

18:45 金沢 8RC 代表挨拶

金沢百万石 RC 会長 北山吉明

18:50 乾杯 木場紀子ガバナー補佐

《懇親》

19:00 ご祝儀 浅野太鼓

19:50 閉宴挨拶 辰川金沢 RC 会長

19:55 ロータリーソング「手にてつないで」

20:00 点鐘 北山吉明会長

＊金沢百万石ＲＣ会員は可能な方は 17:00 集合

お願いします。

李庠根前総裁

イサングン

朴天学前 GV 補佐

パッチョナク

役 割 分 担
総括 北山

総務 川 芸妓案内・舞台設営確認 川 金 杵屋

会場案内 魏 来賓 炭谷 岩倉

金沢 RC 水野 東 RC 藤間 西 RC 谷 南 RC 江守道

北 RC 東海林 香林坊 RC 辰己 みなと RC 魏

看板設営・写真撮影 武藤

復興支援金 村田 来賓西村 金沢 RC 水野 東 RC
藤間 西 RC 江守巧 南 RC 江守道子 北 RC 東海

林 香林坊 RC 辰己 みなと RC 魏賢任 百万石 RC
大路

進行担当 井口千夏 司会進行 井口 川

来賓担当 宮永満祐美 常時受付宮永 受付案内部屋

接待石丸 部屋へ案内接待 会場へ案内岩倉 炭谷

会場回り誘導 二木 点鐘後も誘導 二木 野城

永原 西村 吉田

アトラクション担当 上杉 太鼓 舞台 出演者
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