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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 1 月のロータリーレートは １ドル＝ 82 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 1/24

｢古代史探訪｣その２～柿本人麻呂の謎～ パストガバナー 炭谷 亮一

柿本人麻呂は飛鳥時代を代表する歌人で、『万葉集』にも多くの歌が収録されている人物だ。

｢あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を 一人かも寝む｣

この歌は『百人一首』にも選ばれている。柿本人麻呂の歌は数多く、当時から人気歌人であったと思われる。ま

た、天皇をたたえる歌を詠んでることから、それなりの身分であったと窺える。

また和歌を大きく変えた人物でもある。人麻呂以前の和歌は、五・七の音が整っていないものが多かったが、

人麻呂は枕詞などの和歌技巧を駆使し、和歌の基礎を作り上げた。歌詠みの間では、｢山柿門より入れ｣という言

葉があるが、それは｢山部赤人｣と｢柿本人麻呂｣の歌を学んでから、自分の作風を作れと言う意味である。

そんな歌聖とも呼ばれる人麻呂だが、これほど有名な歌人でありながら、その実像についてほとんどわかってい

ない。柿本人麻呂について、現在わかっていることは数少ない。確実にわかっていることといえば、次の四つだ

けなのである。

○生没年は不詳だが、天智朝(660 年代)から文武朝(697 ～ 707)に活躍した

○持統天皇、文武天皇の時代に宮廷歌人であり、草壁皇子や高市皇子らの殯宮の歌(死に際する悲しみの歌)を詠

んだ

○近江国(滋賀県)、讃岐国(香川県) 、筑紫国(福岡県)へ行ったことがある

○石見国(島根県)で死んだらしい

以上が柿本人麻呂の情報すべてなのである。古代の日本文化を語る上で、超重要な人物だというのに、情報が少

なすぎる。それはなぜか？

実は柿本人麻呂は、日本の正史に登場していないのだ。『万

葉集』を代表する歌人なのに、『日本書紀』にも『続日本記』

にもまったく記述が残されていないのである。

さらに、宮廷関係者である限り、歌人といえど官位を持って

いたはずなのに、官位が記される記録書にも名前がない。 つ

まり、古代の記録の中では柿本人麻呂という人物は、“正式”
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

1/24 磯貝真紀様・竹澤悦子(箏演奏）

1/31 末永裕美様(金沢大学ボランティア）

2/7 村上 秀男(金沢工業大学教授）

2/14 雄谷 良成（佛子園理事長）
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には存在していないのである。そのため、古くから｢人麻呂はいったい誰なのか？｣という議論が歴史学者の中で

繰り広げられているのである。

残された資料の少なさから、人麻呂という存在は、やがて数々の伝説を生むようになる。

その一つが、山部赤人と人麻呂が同一人物であるという説である。それによると人麻呂は、文武天皇の后と情を

通じた為に流罪となった。しかし、すぐれた歌人であったため、｢万葉集｣編纂の際、呼び戻され、正三位の位を

得て、赤人と改名したのだと言う。

一方、哲学者の梅原猛氏によると｢古今和歌集｣に出てくる和歌の大家｢猿丸太夫｣と｢柿本人麻呂｣は同一人物で

あるとし、人麻呂は宮廷の政争に敗れて最後は刑死したとしている。

以上の話を見てもわかるように人麻呂にはなぜか、流刑や死罪と言った不幸な伝説がつきまとう。私は｢人麻呂｣

を｢悲劇の歌人｣と呼びたい。

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

点 鐘

ソング 『それでこそロータリー』

四つのテスト

会長 挨拶 1 月 9 日の金沢８

RC 新年合同例会が終わりました。

本当にご苦労様でした。皆様の一

致団結した協力の賜物と深く感謝

しております。ありがとうござい

ました。東北大震災復興お年玉募

金も、皆様の頑張りのお陰で 36 万円も集まりました。これを、仙台 RC を通じて、子どもたちの希望と未来を作

り出してくれる団体に寄付したいと思っています。その際は、東北まで行って直接贈呈してきます。

さて、先般,宮城県内の RC より、震災復興のために仙台空港に全国の RC のバナーを飾り、それと同時に震災を

忘れないための記念モニュメントを創りたいとの依頼がありました。今までは、非震災地が東北を支援する動き

が中心でしたが、ようやく被災地の RC から復興への全国への呼びかけがありました。被災地に元気がでてきた兆

しのように思います。是非、協力したいと考えています。

ビジターの紹介 （卓話者）金沢北ＲＣ 会長 玉田 善明 様 高岡万葉ＲＣ会長 赤尾 正春様 幹事 長

木 隆志 様 社会奉仕委員長 鷲北 慎一 様

高岡万葉 RC と金沢百万石 RC のバナー交換

挨拶 高岡万葉ＲＣ会長 赤尾 正春様：皆

様今晩は かぜで声もよくでませんが、失礼

します。実はガバナ－からクラブばかりにい

ないで他のクラブを廻って来るようにいわれ

まして、いくつか訪問することにいたしまし

た。はじめてお目にかかりますが、よろしく

お願いいいたします。

今月の誕生者の紹介： ２日 二木秀樹会員 ７日 石丸幹夫会員 ３１日 谷伊津子 会員

皆出席会員の表彰： 1 年 北山吉明会長 2 カ年 野城勲エレクト 川きみよ幹事

《食 事》
幹事報告・委員会報告
宮永満祐美国際奉仕委員長：世界社会奉仕としてですが、来週ポストを用意いたしますので

書き損じハガキをお持ち下さい。識字率向上や水の補給等に使われます。年賀状でお年玉の外れ

のものなどお一人 5 ～ 6 枚以上お願いいたします。

ニコニコＢｏｘ ¥34,000- 本年度 ¥508,100- 残高 ¥4,585,316-
玉田善明様より卓話の謝礼はニコニコボックスへ頂きました。

玉田善明様(金沢北 RC）:本日はお招き頂き有難うございます。 赤尾正春様(高岡万葉 RC）:本
日は貴クラブより色々と勉強をさせて頂きたく高岡より参りました。短い時間ですがどうぞ宜し

くお願い致します。 北山会長：玉田さん、ようこそ。本日は宜しくお願い致します。石丸会員

：玉田会長さん(北 RC）をお迎えして。 井口会員：玉田会長、高岡万葉ＲＣの皆様、本日はよ

うこそ。玉田会長、卓話楽しみにしています。 上杉会員：玉田会長、ようこそいらっしゃいま

せ。本日のお話大変楽しみにしております。 木場会員：玉田会長、今期大変お世話になり有難

682 回

ホテル日航 5F
2013 1.17（木）19:00

例会出席率 20/35 57.14 ％

12 月修正出席率 73.33%
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うございます。本日卓話楽しみに聞かせて頂きます。炭谷会員：玉田様、今夜は宜しくお願いします。 土田会

員：先日の８ＲＣお疲れ様でした。大変良かったと思いました。 藤間会員：玉田様、ようこそ。高岡万葉ＲＣ

より皆様ようこそ、雪の中ありがとうございます。８ＲＣ合同例会お疲れ様でした。成功でした。 水野会員：

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 宮永会員：皆様、本年もよろしくお願

い致します。先日、雪の東京におりまして大変でした。

講話の時間 金沢北ＲＣ 会長 玉田 善明 様
紹介 炭谷亮一会員 今年に入り景気の良いお話しをと思いまして本年 2610 地区で一番景気の良

い会社の玉田社長さんにお願いいたしました。

プロフィール：玉田善明 65 歳 玉田工業㈱代表取締役社長 昭和 22 年 10 月金沢市内にて生まれる。

昭和 38 年金沢工業高等専門学校機械科(1 期生)入学し昭和 42 年 7 月に、EIL(国際生活体験)プログラ

ムにて、アメリカにて 2 ヶ月間の生活体験をする。昭和 43 年卒業後、金沢工業大学経営工学科 2 年に

編入学、昭和 46 年卒業、日本グレイ㈱技術部製品開発課入社、昭和 49 年 2 月㈱玉田製作所(現:玉田

工業㈱)に入社、平成 3 年 4 月玉田工業株式会社代表取締役社長に就任。

団体暦

金沢商工会議所常議員・日本 SF 二重殻タンク協会会長・鋼製地下タンク内面 FRP ライニング工業会会長・石川県

危険物安全協会会長・金沢雇用推進協議会会長・金沢北ロータリークラブ会長・石川県中小企業家同友会代表理

事等。

わが哲学 「たとえ明日この地球が滅びようと、今日私はリンゴの木を植える」

『御国に捧げん我らの生業･･「TK-絆プロジェクト F」』

講話要旨：素晴らしい声の北山会長とロータリー

ソングを歌えまして光栄です。

本日 成田、羽田からもどり昼の北クラブに出席、

そしてただ今ここに参りました。

私の本社は金沢港の近くにありまして、そこには

大切な しいの木のがあります。

会社は北海道から九州まで 13 工場と 3 拠点があ

ります。今回の東北の震災で 120 トンタンクを月

100 本作ることになりました。月３本がやっとで

したので大変な仕事でした

原発の汚染水を入れますのでこれは急務であり、使命感に燃えて、関

東工場を拠点に 24 時間体制にして行政、電力会社（停電なし）新日鉄の

絶大なる協力を得てやりました。370 本を作るには 1 日 150 人は必要で、

宿舎を建てたり総動員体制でした。

これまでガソリンタンクは 70 ％のシエアでしたが、かって柏崎の災害

の時、耐震性の水槽がそこにはなかったので東京電力に納めたことがあり、

今回の大量の要請になりました。タンクですが鉄板に FRP（強化プラスチ

ック）を付けたもので、腐食しにくいのです。現在、べトナムは鉄製のみ

のものですので、このタンクの指導をしています。

防火水槽としては金沢市の普及は大変少なく、かって災害に遭った福井

や富山に比べてとても見劣りがします。しかし金沢城には使っています。

金沢工大も私費で設置しました。

質問 謝辞・謝礼 点 鐘

東日本震災復興お年玉募金 総額 360,175円

プログラム委員長 若狭 豊

例会 本日のご案内 3F 孔雀の間

「蘇った調べが繋ぐ絆」コンサート

～東日本大震災で被災した閖上中学校から蘇った箏～

卓 話 「蘇った調べが繋ぐ絆」コンサート 磯貝真紀 様 竹澤悦子 様
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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

＊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）

野城勲次期会長

上杉輝子次期幹事

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


