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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 3 月のロータリーレートは １ドル＝ 92 円

金沢百万石

2013.4.5 兼六園桜満開

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0689 2013.4.4

Kanazawa Hyakumangoku

．

クラブ例会予定 2012-2013 年度 ）

4/4 清水 満（（株）明文堂プランナー代表取締役社長）

4/11 荒川 勝治（銭屋五兵衛記念館館長）

4/18 北山吉明会長 卓話

4/25 15 周年記念例会

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 喫煙問題：村田祐一）

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)村木早苗

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 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 川きみよ 090/9766/6666 副幹事 上杉輝子
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パストガバナーからの手紙 128 回 炭谷 亮一
名著探訪その２「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」マックス・ウェーバー

この本ほど様々な分野の古典として取り上げるものは他にない。

哲学、社会学、歴史学、経済学、宗教学・・・

実に多くの分野で歴史的名著として紹介されている。

本のタイトルからもわかる様に「西洋における資本主義の発展は、プロテスタンティズムの禁欲的な生活態度

の産物である」と言っている。マックス・ウェーバーは社会学者らしく、地方の職業統計を調べた。すると「近

代的企業の資本家や企業経営者には意外にプロテスタントが多い」と言う事実が判明した。なぜ意外かと言うと、

プロテスタントは一般的にカトリックに比べて非世俗的であり、禁欲的だとの結果を得た。

「プロテスタンティズムの世俗内的禁欲は、所有物の無頓着な享楽に全力を挙げて反対し、消費をとりわけ奮多

的な消費を圧殺した。その半面、この禁欲は心理的効果として財の獲得を伝統主義的倫理の障害から解き放った。

利潤の追求を合法化したばかりでなく、それを(上述したような意味で)まさしく神の意志に添うものと考えて、

そうした伝統主義の桎梏を破砕してしまったのだ」と。

こうして勤勉さによって利潤が生じるものの、それはプロテスタンティズムの禁欲によって節約する対象とな

る。その結果、欲ではなく逆に禁欲の帰緒として資本が蓄積され、近代資本主義が形成されていった。“いわば意

図せざる形で、プロテスタンティズムの倫理が、資本主義の形成をもたらした。”

それを彼は「資本主義の精神」と言う名の「エートス」として描こうとした。

本書は単なる西欧文明礼替にとどまらず、現代文明批判の側面も有している。資本主義の行き詰まりを抱える

現代社会にとって、今なお参照すべき透徹した処方箋をふんだんに含んでいる点で大きな意義がある。

私たちが取り戻さなくてはならないのは、どうやら経済的繁栄ではなく、むしろマックス・ウェーバーが「エ

ートス」と呼ぶ「禁欲的資本主義の精神」つまり「倫理威のある資本主義の精神」なのかも知れない。マックス

・ウェーバーの記述は社会科学(哲学・社会学・歴史学・経済学・宗教学・論理学等)の驚くほど多数の文献の中

に見出される。

ウェーバーの著書は難解さでは天下一品である。あの一世の碩学高田保馬博士は、後年、告白している。「私が

わからなかったのはウェーバーとケインズです。特にウェーバーはあまりにも浩瀚（ぶ厚い）し、信じられない

ほど多岐にわたっている」と。大塚久雄博士によって本格的解説がなされるまでは、日本でウェーバーを理解し

うる学者はいなかった。いみじくもベンディクスは言っている。「ウェーバーを専門的に研究したとき、３０年く

らいからようやくわかり始めた」と。

１９世紀から２０世紀初頭にかけての、だんとつの「知の巨人」と言える。

マックス・ウェーバー著

大塚久雄（訳(１９６４～１９２０)

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神

岩波文庫１０００円

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
点 鐘

ロータリーソング『 ＲＯＴＡＲＹ 』
四つのテスト
会長 挨拶 ロータリーの

友 2 月号に、松本市長、菅谷昭

（すげのや あきら）さんの講

演が掲載されていました。講演

は甲府 RC 主催の市民講演会で

話された内容です。タイトルは

「チェルノブイリ原発事故のその後と福島」です。菅谷市長は甲状腺疾患の専門医であり、チ

ェルノブイリの事故後に現地に赴き、事故後の放射線障害で多発している甲状腺疾患の外科治療を行ってきまし

た。

帰国後、チェルノブイリの悲惨さを目の当たりにしたことから、日本では絶対に原発事故は起こして欲しくな

いと思い、講演活動など行ってきましたが、殆どの人は他人事として受け止めていました。

しかし、福島の事故以来、見る目が違ってきたと言えます。

チェルノブイリでは半径 30 キロ圏内は人が住めない区域となっていますが、ホットスポットが周囲に沢山あり

ます。福島周辺でもこれからホットスポットがふえていくと思われます。

チェルノブイリでは子どもの甲状腺がんは 5 年目から急に増え、後はうなぎ昇りに増加し、10 年目でピークに

達しています。福島はまだ 2 年しか過ぎていません。この後同じようなことが起こってくると思われますから、

きちんとしてチェックが必要です。

原子力災害と言うのは、ひとたび事故が起これば、何十年にもわたって人が住めなくなる、ことを日本人とし

てあらためてしっかり考えておかなければなりません。

私自身が現地に行ってきたことを総括しますと、チェルノブイリの事故の影響は現在も進行形であり、今後の

見とおしもたっていない、と言うことです。

私は、自分で汚染地帯を実際に見ているものですから、我々日本人はあらためて、原子力政策、新エネルギー

692 回

ホテル日航 5F
2013 3.28（木）19:00

例会出席率 15/35 42.85 ％

2 月修正出席率 69.77%
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政策に関して、しっかりと考えていく必要があり、また声を上げていく必要があると思っています。

１）ゲストのご紹介 卓話者： ペイフォワード代表 笠松ゆり 様

２）ビジターのご紹介 金沢香林坊 RC 小幡 謙二 様

《食 事》
幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事： ①創立 15 周年例会の出欠のご案内を回しますので確認して下さい。②ロータリー
財団寄付の 100ドル/人は、現在１ドル 92円となりましたので、不足の 42,000
円をクラブ負担にしました。③夢フォーラムのクラブ寄付 10,000 円/年です
が、個人では会費 3,000 円でお願いいたします。④金沢 8RC 新年例会の時の
寄付金といろんな残余金を北山会長と共にが仙台へもってまいります。父母

を亡くしたり、一緒に住めない人達への援助と思っています。⑤本日のお菓

子はいわき市の梅月というお菓子屋さんのもので「はったら」です。ここは

柏餅が有名です。

炭谷亮一パストガバナー：ラオスへ無事行ってまいりました。中村さんもまあ元気でしたが血糖値

を測りましたが正常で一安心でした。14kg もやせたそうです。ラオスの方が糖尿病に良いのではな
いかと思いました。香林坊 RC の前会長の梅村さんの紹介でラオス大使におあいしました。また黒
川委員長から R財団のグローバル補助金を 30,000ドル頂ける事になりまして、これラオスから高卒
生を呼べる様になるとおもいます。プログラムが充実してきました。

ニコニコＢｏｘ ¥3,000- 本年度 ¥583,360- 残高 ¥4,660,576-
香林坊 RC 小幡謙二様：先日、炭谷パストガバナーに誘われてラオス訪問に行って参りました。

香林坊からは、中川パストガバナー、梅村前会長、私小幡が同行させて頂きました。中村啓二郎さ

んのまるで宮沢賢治のような生き様に感銘を受けました。感謝。 北山会長：笠松ゆり様、ようこ

そ、ようこそ！ 炭谷会員：小幡様、今日はようこそ。お互い無事ラオスから帰ってこられて良か

ったですね。

講話の時間 「ペイフォワード ～誰もが自分にできることを～」

ペイフォワード 代表 笠松 ゆり 様

プロフィール： 北国新聞文化センター和布キルト講師 引きこもり支援相談士

ペイ・フォーワード TO東北
－－－－ペイフォーワードの映画の中の言葉を借りれば、「次へまわせ」という内容になり

ます。東北への思いを向けた人々の手を介して、物資を東北に届けるため出会ったメンバー

でペイフォーワードの活動がはじまりました。－－－－ 支援物資など被災地支援の活動、

被災地支援のグッズ販売、被災地に贈る手作り・手作り材料支援・ワークショップ活動、ハ

ンドメイド作家によるチャリティ販売活動資金の捻出です。

被災が 2 年たちましたが、支援の仕方についていろいろお話しします。ある方は次男がひき
こもりで、津波が来ると母親が説得している時に来てしまい、長男のみ助かった例がありま

す。その長男は「ひきこもりのの支援」をしています。」

私達、同級生で白山市内の支援物資の集めにネットを使いました、8月にはいわき市へもっていきました。FaceBoook
で必要物を調べました。手作りのものの売り上げで活動資金をえましたが、この材料を被災地に届けます。支援

が、まだ 1 回も届いてない所もある様です。支援物資も送料が大変です。仮設住宅の子どもは外に出るところが
なく、オモチャ屋 DVが欲しい等もありました。仮設商店の設備のための大きな支援ものぞまれていますが、支援
物質の選択や輸送手段は大変です。大きいモノですと高価になりますし。ーーー話しはつきない様でしたが、 ス

ライドも多く、メモ出来なかった事も沢山ありました。

点 鐘
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創立 15周年記念例会出席予定者名 黄色は未定 2012.4.4現在

来賓 県知事 谷本 正憲

計 名 市長 山野 之義

金沢８ＲＣ 金沢ＲＣ 会長 辰川 伸一

13名 金沢東ＲＣ 会長エレクト 半田 隆彦 幹事 小池田 康秀

金沢西ＲＣ 会長 坂本 藩應 幹事 古谷 謙明

金沢南ＲＣ 会長 岩井 重哲 幹事 山内 謙一

金沢北ＲＣ 会長 玉田 善明 幹事 小泉 幸雄

香林坊ＲＣ 会長 都築 一隆 幹事 北村 彰英

みなとＲＣ 会長 森岡 篤弘 幹事 中野 宏一

姉妹ＲＣ 韓国南光州ＲＣ 会長 金 熙鳳 幹事 鄭 榮浩

8名 京都北東ＲＣ 会長 足達 慶信 幹事 渡邉 作

東京世田谷中央ＲＣ 会長 近藤 禎夫 幹事 西岡 進

高崎ＲＣ 会長代理 市川 豊行 幹 事 代 田中 久夫

理

親クラブ会 金沢北ＲＣ 濱井 弘利 畠 善昭 木村 功一

員

計 17名 木下 和吉 越田 和好 的場 晴次

内会員 中川 茂樹 中村芳明 大場 修

16名

奥田 久雄 佐賀 務 高畠 菊丸

寺岡健一 辻 利陽 内堀 茂

事務局手伝 吉井 清 事務局 広沢 正美

い

姉妹クラブ 韓国南光州ＲＣ 前会長 朴 天學 前会長 千 命培 直前会 崔 國信

会員 長

計 18名 5名 前会長 金 平蓮 令夫人 崔 石純

京都北東ＲＣ 清水 英司 杉原 繁一 公文 俊一

10名 味舌 正二郎 太田 皓三 岡本 泰一

田中 俊夫 岡本 雅子 高橋 市朗

石田 徹

東京世田谷中央ＲＣ

0名

高崎ＲＣ 3名 深掘 達義 神宮 嘉一 廣瀬 雅美

百万石会員 会員 ○ 北山 吉明 ○ 野城 勲 ○ 宮永 満祐美

・家族

計 名 ○ 川 きみよ ○ 上杉 輝子 ○ 西村 邦雄

○ 石丸 幹夫 ○ 井口 千夏 ○ 岩倉 舟伊智

○ 江守 巧 ○ 江守 道子 ○ 大路 孝之

× 大沼 俊昭 ○ 木場 紀子 木村 幸生

○ 杵 屋 喜 三 以 金 沂秀 魏 賢任

満

× 相良 光貞 ○ 東海林也令子 ○ 炭谷 亮一

竹田 敬一郎 ○ 辰巳 クミ ○ 谷 伊津子

○ 土田 初子 ○ 永原 源八郎 後出博敏

○ 二木 秀樹 ○ 藤間 勘菊 ○ 水野 陽子

× 武藤 清秀 ○ 村田 祐一 山崎 正美

○ 吉田 昭生 ○ 若狭 豊

ご家族 北山 真美 炭谷 幸子 石丸 恭子

村田 順子
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