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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 炭谷亮一 1/31

｢宗教論｣その１～社会学として日本には宗教は存在しない～

有識者の中には「日本には宗教は存在しない」と言う主張があり、検証してみた。(吉田会員これは純粋に学問

的検証です)

世界のどの国にもありながら、例外として日本だけの「宗教不在」が、いかに日本を世界に類を見ない奇妙な国

にしているか。さらに、このことが諸外国との誤解のすべての根源的原因だと言うことに、日本人がまったく無

知であることが、事態を一層抜き差しならぬものにしている。

ところが、一般の人達は「日本に神も仏も無いといわれるが、大体の神社仏閣は大繁盛。新興宗教もごまんとあ

って、多すぎて困るほどでないか」実はこうした誤解こそ「宗教不在の国、日本」を規定している決定的な要因

と考えられる。確かに日本には宗教と呼ばれるものは多々存在している。ところが重要なことは、そうしたもの

が社会学的に見ると、宗教でも何でもない、ということである。

例を挙げて見よう。今でも欧米や中近東社会には「宗教裁判所」と言うものがある。そう聞くと日本人は異端審

問所のことだと考え、早計に何とも古くさいと思ってしまう。

ところが、現在の宗教裁判所とは決してそんなものではなく、習慣・風俗つまり宗教法を異にする人々のトラブ

ルを裁くのが最大の機能の一つだ。つまり彼らにしてみれば、宗教を違え、教義を異にすれば、生活態度も行動

様式もまるで違ってくるのである。

習慣も風俗もまるでかみ合わなくなるから、欧米でも中近東でも「宗教裁判所」が今でも必要となってくる。

ところが、日本では、生まれたときに神社に参拝し、青年時代は無神論で、結婚式は教会、年輩者が若者にする

説教は儒教式で、死ねばお寺のお経で冥土へ行く。これらが日本では少しも異常でないどころか、平均的日本人

の「宗教」生活ではないだろうか。

過去には、奈良時代に、六宗兼学の高僧がいたが、日本人の理

想はまさにここにある。

何しろ五山の僧侶が儒学を講じた日本のことである。カトリッ

クとプロテスタントの両方を兼修した偉い牧師が現れたからと

言って日本では尊敬こそされ、驚く者は誰もいないのだ。(ヨ

ーロッパでは天と地がひっくりかえろうとも以上の様なことは
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絶対にない)

いずれにしろ、日本では宗教を異にしても、習慣・風俗が違わないばかりか、同一人物の内に、異なった宗教が

何の矛盾もなく並存しうるのが普通である。(ヨーロッパや中東では絶対にない)

これではどの宗教も同じになってしまい宗教を違える意味がなくなってしまう。

つまり社会学的に言えば宗教は存在しないも同然である。

これが「日本に宗教が存在しない」と有識者達が主張する理由である。そして最も宗教らしい宗教はイスラム教

であると言える。

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

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 金沢８ RC 合同新年

例会でご協力いただいた、東北震災復

興お年玉募金の寄付先については、先

に金沢 RC にご紹介いただきました、

仙台 RC の推薦された「子どもの村東

北」を検討中です。本日、先方の事務

局に電話で、事業内容の照会などを行いました。もう少し情報が欲しいので、資料の送付などをお願いいたしま

した。寄付先が決定しましたら、私と川幹事が先方に出向き贈呈したいと考えています。

さて、本日卓話にお越しいただきました、筝曲演奏家、磯貝真紀さんと竹澤悦子さんは東北大震災で被災した

閖上中学校で塩水をかぶったお琴を蘇らせ、それを演奏することで被災地とつながり、記憶にとどめ、応援しよ

うとなさっています。この大震災は大変悲しい出来事でしたが、そのお陰で私たちは東北の閖上中学校を知り、

そしてその蘇った琴の話をしり、そして本日その音色を聞くことができました。いま、多くの日本人が東北の方

と繋がっています。私たちの日常から消えようとしり人への思いやりや、親切を再び手にすることができました。

東北のお陰だと思います。今日は、日本の調べをゆっくり楽しみたいと思います

ゲスト紹介： (卓 話 者) 磯貝 真紀 様 竹澤 悦子 様 若生 毅弘(わこうたけひろ) 様

(米山奨学生) 郭 蒓 様 奨学金の支給 (会員ご家族) 斎木 麻衣 様

ビジターの紹介 小島 伸夫 様(金沢ＲＣ)

皆出席者顕彰：

1 ヵ年北山吉明

会員

2 ヵ年野城勲会

員

2 ヵ年川きみよ

会員(入会より)

郭 蒓 様： あけましておめでとうございます。

お正月にはふる里へいきました。新しい年を迎えてし

たいことは健康であること、新聞でも色々云われていますが、かけがえのない人の交流を続けたい

とおもいます。 皆様のお健康も祈っています。

《食 事》

幹事報告・委員会報告
川きみよ幹事：2013 年ロータリー世界平和フォーラムが廣島にて 5/17~18 にあります。場所は廣

島国際会議場か ANA クラウンホテルです。

石丸幹夫 会報委員長 Matchig Grant（#78400）Primary Contact：
韓国南光州 RC 提唱によるマッチンググラントの話です。以前にも申し上げまし

たが、負担総額 7000 ドルで、まだ恵まれない韓国の老人のための施設に援助する

資金です。こちらで 4000 ドルの分担で、割合としては大きいのですが、南光州 RC
と 3710 地区があてにしていた 2610 地区の 2,000 ドルの協力がなく、急遽、全額百

万石 RC まかせになりました。R 財団からは地区の資金には大きい割合の補助金（100 ％）が来る

のですがクラブのみでは少ないので 4000 ドルになっていしまいました。そこで金沢百万石 RC1000
ドル、日本国内姉妹クラブ（東京世田谷 RC500 ドル、高崎 RC500 ドルで合計 1000 ドル）とクラブボランティア

の寄付が 2000 ドルで合計 4000 ドルにこぎつけました。今、ボランティアの資金は 161,000 円になりました。まだ

すすむ円安で心配ですが、ご協力有り難うございました。韓国と日本では地区の財政の考え方も決定権も大変異

683 回

ホテル日航 3F 孔雀の間

2013 1.24（木）19:00
出席率 19/35 54.29 ％

12 月修正出席率 73.33%
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なり、国際交流には資金で戸惑うことがおおく、大変です。しかし急な奉仕事業にも良いものがあって、予算が

組んでないからだめとならない様ににしたいものです。百万石クラブはその点今まで機を見て迅速に対応してき

たことでクラブが大変活性化していたものと思います。

この プロジェクトの Primary Contactは Mikio Ishimaru、Project Contact#2は Yoshiaki
Kitayama Project Contact#3は Kimiyo Kawa となっていて本人署名と E-mailアド

レスを提供しています。

宮永満祐美国際奉仕委員長：世界社会奉仕ですが、今ほど石丸先生有り難うございます。書き

損じハガキは大分あつまりました。有り難うございます。またお持ち下さい。

ニコニコＢｏｘ ¥8,000- 本年度 ¥516,100- 残高 ¥4,593,316-
北山会長：磯貝様・竹澤様、本日の演奏楽しみにしております。 大沼会員：本年もよろしく。

杵屋会員：蘇った箏の音を楽しみに致しております。皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。

永原会員：本日の箏曲、大変楽しみにしています。琴の調べは日本人の心の琴線にふれる素晴らし

い音色です。最後までよろしくお願いします。ありがとう。 藤間会員：磯貝様・竹澤様、よう

こそ。素晴らしい絆、よろしくお願い致します。郭蒓さん、お国はいかがでしたか。

講話の時間 『蘇った調べが繋ぐ絆』 ～東日本大震災で被災した閖上中学校から蘇った箏～

磯貝 真紀 様・竹澤 悦子 様

卓話者プロフィール： 紹介 藤間勘菊会員

磯貝真紀 （箏・十七弦） 愛知県碧南市出身 5才より箏曲を倉内里仁氏に師事、
高崎芸術短期大学専攻科終了後、故沢井忠夫および沢井一恵両氏の内弟子となる。

NHK 邦楽技能者育成会卒業。国際交流基金の派遣により、ウズベキスタン・カザ
フスタン・キルギスにて講演。マレーシアのワールドミュージック・フェスティバルにおいて

日本代表としてメインステージで演奏。イギリスのクイーンエリザベスホール二おいてオーケ

ストラ OAE と共演。その他、世界 20 カ国にて演奏。現在沢井箏曲院講師。高崎短期大学指定
音楽教室講師。「沢井忠夫合奏団」「NHK伝統和楽団（現・21世紀伝統和楽団）」、「Kokoo」、「箏
衛門」メンバー。株式会社ナムコの大人気ゲーム「太鼓の達人」レコーディング参加。携帯電

話の着信音「着楽器」レコーディングに参加。

竹澤悦子 （箏・十七弦・三味線） 石川県七尾市出身 七尾市に生まれ 8 歳より生田流箏曲
を学ぶ。 故沢井忠夫、沢井一恵、仲井猛の各氏に師事。東京芸術大学音楽部卒業。98 年埼玉県
芸術文化奨励賞を受賞。93 年箏ユニット「KOTO VORTEX」結成委託初演、CD 製作などカー
ネギーホールにてクロノスカルテット他の共演を果たす。

10 年大塚茜の新作コンチェルトを初演（市川交響楽団）。ジャンルを越えて活躍、近年は声の
伴う作品演奏、作曲が特に注目されており、弾き語りを含む初ソロＣＤがジパング・レーベル

より 2013年 2月発売される。 福島大学、金城学院大学非常勤講師。

「被害箏の生い立ち」 被害箏は先の東日本大震災で、津波に襲わ

れた閖上中学校の音楽室にひっそりと当時の姿のまま取り残され居

た和箏（5 面）を、臨時災害エフエム曲（なとらじ８０１）パーソ
ナリティーとして被災地支援を行っていた磯貝真紀が、震災から 1
年経とうとしていた平成 24 年 2 月 16 日に取材のために立ち寄った
際に発見し、何とか修理復活させる事が出来ないかと考え、本人が

箏演奏家であることから、東京で義援金を募り、和楽器店（梅屋楽

器店）に修理協力を呼びかけたところ、店主が快諾し、その尽力に

依って、音を鳴らすことができるまでに回復したものです。驚く事

に、この楽器のうちの数面は梅屋楽器が閖上中学校に納品したもの

と判明、更に先代が箏糸を締めていたことも判明し、たいへん運命を感じるものとなりました。被災者の方々を

元気づけるだけでなく、磯貝真紀の箏仲間達と被災箏５面だけで演奏会を催す事に依って、被災地の現状伝える

ことや、震災の教訓を風化させない役目を果たしている。現在まで宮城県名取市にある国指定重要文化財「洞口

家」を皮切りに兵庫県・大阪府・宮城県山元町・名取市などで講演を行いました。

演奏曲目 春の海 黒田節変奏曲 ビートルズメドレー 花は咲く 点 鐘


