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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

村田祐一会員撮影 春

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0690 2013.4.11

Kanazawa Hyakumangoku
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(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
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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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富山西 RC を親睦訪問 2013.4.4

4 月 4 日（木）桜満開の中、10 時 30 分 4 台の車で富山西ロータリー

クラブ（富山電気ビル）へ出発しました。

宮本筆頭副幹事から「女性会員をまじえて富山西へメーキャップにいら

っしゃいませんか」とおさそいをうけ、又中尾ガバナーも是非御自分が

例会に出席する日をということで十名が４月４日訪問させていただきま

した。 その日、もう一人メーキャップしておられた方が淸水様で、

その夜の百万石の卓話者であったことは驚きでした。

あたたかな歓迎を受

け、例会後、別室にお茶の席を用意していただき、たのしく

交流することができました。これからもこの事をご縁に、親

睦を深めていきたいと話しあいました。

出席者名：岩倉舟伊智、野城 勲、武藤清秀、上杉輝子、川

きみよ、東海林也令子、藤間勘菊、水野陽子、宮永満祐美、

木場紀子の皆様

パストガバナーからの手紙 パストガバナーからの手紙 129 回
｢歌川広重の暗号｣ 炭谷 亮一

ボストン美術館は膨大な日本美術の至宝を有している。その中に約 100 年前に、照明不可、一般公開不可を条

件にスポールディング兄弟が寄贈した保存状態の良好な約 6500 点に及ぶ｢浮世絵｣が存在する。元メトロポリタン

美術館の学芸員だった土肥先生の様な専門家しか実物を見ることが出来なかった。(照明により浮世絵は退色、変

色、劣化する為) 約 2 年前からボストン美術館は、この素晴らしい浮世絵を高精細デジタル撮影したコピーを

館内で一般公開して入館者に好評を得ている。

デジタル撮影によって原色浮世絵を 100 倍拡大することも出来るようになり、クリアに再現され、画像の線がそ

のままシャープに残るため、肉眼ではわからなかった浮世絵の細部まで明らかに出来る様になった。

歌川広重の代表作｢東海道五拾三次之内｣は江戸後期の 1833 年から刊行され、大人気を得た浮世絵である。あまり

の人気ぶりで版が摩滅してしまったために、いくつかの図で、初版をベースにしながらも新たに版木を彫り直し

た後版、すなわち｢変わり図｣が制作された。

刊行後 150 年もたった 1984 年に、人文地理学者の西岡秀雄・慶應大学名誉教授が｢東海道五拾三次之内｣の 7 枚の

図絵の登場人物計 13 人の足に 6 本指が描かれていることを発見した。そしてボストン美術館所蔵の 100 倍に拡大

された図絵にもはっきりと 6 本指の登場人物が確認されている。

発見者の西岡氏は｢広重は表現に夢中になって、指の数などには頓着しなかった。画家としておおらかさが感じら

れる間違いだ｣と解釈したが、これに納得出来ない研究者達や浮世絵ファンの間で論争が続いている。

まあまあ常識的な説として 6 本指は｢かくし落款｣説である。当時浮世絵には偽版が多かった為、本物と偽物を区

別する為に故意に細工が施されたものが少なくなかった。例えば北斎は着物のひだを必要以上に多く書き込むな

ど、不必要なものを加えることで贋作を防いだと言われている。

上記に対抗する説が道教の神仙思想の影響説である。広重は南画の師・大岡雲峰から神仙思想を学んでいたので、

｢自身の絵の中に神通力を具えた人物を登場させ、道教の神仙思想を表現したかったのではないか｣と言うものだ。

ちなみに道教における 6 指とは上下と東西南北の 6 方を指し、道教発生の地中口では 6 本指の仙人がたびたび描

かれている。約 100 年以上前にスポールディング兄弟は｢広重｣の浮世絵を見てデフォルメされた大胆な構図、鮮

やかな色彩、卓越したテクニックによって雨、風、霧、雪、雲、月、太陽、時刻その場の雰囲気、登場人物の気

持ちすら表現し、今にも絵の中の登場人物が動き出すのではとの錯覚に身震いし驚嘆したであろうことは容易に

想像出来る。

当時、十返舎一九作｢東海道中膝栗毛｣がベストセラーとなるなど、広重の作品の成功は庶民の物見遊山への関

心に後押しされたという側面もあるが、作品自体、従来の風景画の概念を一蹴する大胆な構図と洗練された高度

なテクニックで、強烈なインパクトを与えた名作だと評価されている。江戸の庶民達は広重の風景画を見て旅に

憧れ、モチベートされ、｢生きているうちに本物を見なきゃ一生の損てもんでぇ!!｣とばかり旅に出掛けた。

クラブ例会等予定 2012-2013 年度 ）

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

4/28(日)14:00 北山吉明会長チャリティーコンサート
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点 鐘

国 歌 『 君が代 』
ロータリーソング
『 手に手つないで 』
四つのテスト
北山吉明会長挨拶：事務局を訪
問し、新年合同例会の有志による募

金 39 万円と、カレーライス募金 19
万円を寄付してまいりました。

常務理事の岩城利充さんが

震災後の子どもたちの現

状、子どもの村東北の理念

と計画、そして村建設の進

行状況を説明してくれまし

た。岩城さんは小児科のド

クターで、子どもに対して

深い愛情を持たれた方で、

お話の途中、子どもたちの

状況を語るとき、言葉がつまり、目頭を押さえることしばしばで

した。津波で両親を、あるいは片親を亡くした子どもは、想像以

上の数に上ります。詳しい数字は忘れましたが、数百人です。そ

の、殆どが親戚に引き取られました。親戚も無く、施設に入った

子どもたちは 10人以下です。この数字は、思ったより少ないが、
小数の子どものために多くの資金を費やして、子どもの村を建設

する意味はあるのかと問いましたところ、①里親と子どもの関係

の見本となること、②震災遺児を引き取った親戚も、震災からの

立ち上がりで自分たちも大変であり、遺児の面倒が見きれなくな

り、虐待の及ぶ例も出てきている、③震災以外でも、虐待による

子どもの行き場が失われている、などの説明を頂き納得しました。

子どもの村事務局から、百万石 RC と金沢８ RC への感謝状をい
ただきました。今回の仙台での移動には、以前当クラブの例会で、

蘇った震災筝を演奏していただきました、磯貝真紀さんのご主人、

若生毅弘さんが協力してくださいました。若生さんは、NHK 金沢

支局の小島さんと深いつながりのある報道制作分野の方です。津波

で 1000 人近くの死者、行方不明者を出した、名取市ゆり上げ地区
を精力的にそして事細かに案内していただきました。変わり果てた

街、廃校となった中学校、小学校、その体育館に並べられた持ち主

不明のおびただしい日常生活品のたたずまい、・・・映像では感じ

ることの無い深い思いが心に沸き起こってきます。「金沢では琴の

演奏で沢山の人に会いましたが、来てくださった人は僕たちだけで

す。でも、僕は RC の例会でお会いした時、この人は来るとおもい
ました。」そう言ってくれた若生さんに深く感謝し、雨の仙台を後

にしました。ゆり上げ地区の話は、4月 18日の例会でもう少し詳しくお話いたします。

ゲスト紹介（卓話者）株式会社明文堂プランナー 代表取締役社長 清水 満 様

今月の誕生者の紹介 １６日生まれ 木村 幸生 会員 ２７日生まれ 後出 博敏 会員

２８日生まれ 木場 紀子 会員

《食 事》
幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事： ① 5 月 26 日の地区協議会の登録 出欠をお願いします。4/19 まで
に返送下さい。

②子どもの村を建設に金沢からの協力には大変喜んでおられました。個人や法人の寄

付も受け付けていますのでご覧下さい。

③来週の例会は当ホテル３Ｆです。

谷伊津子広報委員長：5/12（日）AM11より金沢城ハーフマラソンです。11名です。
魏賢任さん小家族や、炭谷亮一さんはどうですか？大変和気あいあいで楽しいかいです。沢山の方が来て下さい。

693 回
ホテル日航 3F
2013 4.4（木）19:00

例会出席率 18/35 51.42％
2月修正出席率 69.77%
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ニコニコＢｏｘ
¥14,000- 本年度 ¥597,360- 残高 ¥4,674,576-
明文堂プランナー清水満様、 北山会長：清水様ようこそわがクラブへ。よろしくお願いします。

上杉会員：富山西ロータリーさんへメイクアップ行って参りました。松川の素晴らしい桜も見れま

した。有意義な一日でした。 木場会員：今日は富山西ロータリークラブへメーキャップに行っ

て頂き、誠にありがとうございました。 金会員：清水様、本日はよろしくお願いします。長男が

イイノ歯科の後を引き継ぎました。皆様宜しくお願いします。４月１２日より。 炭谷会員：清

水様今夜はようこそ。卓話楽しみにしています。 藤間会員：清水様、沢山の御本ありがとうご

ざいます。

講話の時間 「 ラグジュアリーブランド戦略 」
株式会社明文堂プランナー 代表取締役社長 清水 満 様

プロフィール：1947年 12月、富山県入善町生まれ。65歳。富山ロータリーク
ラブ会員。株式会社明文堂プランナー代表取締役社長。1977年の法人化に伴
い社長に就く。2012年 4月より立教大学大学院ビジネスデザイン研究科で経
営管理学を学ぶ。現在、博士課程前期課程 2年。

好きな本は、中小企業の在り方を考えさせられた池井戸潤氏の『下町ロケ

ット』（小学館）。

好きな言葉は、『一粒万倍（いちりゅうまんばい）』、『一諾千金（いちだくせんきん）』。

社会貢献にも力を入れており、東日本大震災の発生直後に被災地に赴き、すぐさま 10
年間で計 1億円の図書寄贈を発表し、各被災地の子どもたちを中心に図書を寄贈している。

講話：本日昼木曜日に富山西クラブにメイキャップしましたら金沢百万
石 RCの方が沢山きておられました。
先ず自己紹介と さらなる進化について, パリへ行ってきて、一人のフ
ランス人、等のお話しをします。 事業は 70 年たちますが明文堂からプ
ランナーにかえました。80名の社員をかかえています。

50 才の時に勉強をしたくなり、60 才で受験勉強をはじめ 64 才にて立
教大学に入学をしました。長嶋選手の母校です。今、前期課程で 2 年の
修士過程を頑張っています。論文にパスしないと卒業出来ません。単位

はとりました。週６回の授業があります。なお学生証があり、その特典

もあります。現在大学の必修科目は統計学、会計学等、毎日勉強です。ま

た学んだ事は社員に講義をしています。

ロータリー歴は富山 RC で 6年目ですが、その前は朝日 RCに 20 数年い
ました。

本日富山西での中尾さんのお話しは人事のことでしたが、本日の私の話

は①イノベーション 革新、②クリエイチブ創造的、独走的 ③ブランド

品質、等級、銘柄、商標 ④特許 ⑤ホスピタリティ おもてなし 例

えば商品知識のみならず。お店の飾りの花や音楽にも知識があること。

⑥ラグジュアリー 豪華な 贅沢な 階級 の話です。

それぞれの例を挙げて説明します。例えばブランド戦略として皇室、有名

女優、スーパースターに衣服を着て貰う、買って貰う。等です。

ラストはヨーロッパ旅行での買い物 お土産に、LOEWE
（ロエベ）や GUERLAIN（ゲラン）MISOUKO（ミツコ）
の香水、ドン・ペリニョンのシャンパン、ブルガリのスト

ール、ルイ・ヴィトンの財布などがあります。

しかしこれらのいくつかのブランド品も一人のフランス人

のアルトーベルナール・アルノー（1949.3.5 生）に総括さ
れています。－－－－－

点 鐘

地区協議会のご案内
H25.5.26（日） 小松市土居原町 710 こまつ芸術劇場うらら 〆切り 4/19
次期クラブ会長会議 ２ F小ホール 11:20～ 12:00 クラブ会長会議にはお弁当があります。

全体会議 １ Fダイホール 13:00～ 17:10
出席義務者 次期クラブ会長会議： 次期クラブ会長・地区役員など

全体会議：次年度会長・幹事・会計・理事役員・各委員長・新会員（3 年未満）
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創立 15周年記念例会出席予定者名 2012.4.10 現在

来賓 石川第1分区B 木場 紀子

ガバナー補佐

計 23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 幹事代理 田中 久夫

親クラブ 金沢北ＲＣ 濱井 弘利 畠 善昭 木村 功一

計 15名 木下 和吉 越田 和好 吉井 清

会員 14名 中川 茂樹 中村芳明 大場 修

奥田 久雄 佐賀 務 高畠 菊丸

事務局手伝 寺岡 健一 内堀 茂

1名 事務局 広沢 正美

姉妹クラブ 韓国南光州ＲＣ 前会長 朴 天學 前会長 千 命培 金日出

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

計 18名 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 川 きみよ 上杉 輝子 西村 邦雄

元会員 石丸 幹夫 井口 千夏 岩倉 舟伊智

計 34名 江守 巧 江守 道子 大路 孝之

杵屋喜三以満 金 沂秀 魏 賢任

土田 初子 東海林也令子 炭谷 亮一

事務局1名 二木 秀樹 辰巳 クミ 谷 伊津子

吉田 昭生 藤間 勘菊

永原 源八郎 水野 陽子

村田 祐一 若狭 豊

事務局 村木 早苗

ご家族 北山 真美 炭谷 幸子 石丸 恭子

村田 順子

元会員 石田智子 山本 和子

チューリップも満開 2013.4.9 石丸
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村田祐一会員作品集

北山吉明会長の東日本震災チャリティーコンサート
4/28(日)14:00 開演 金沢市アートホール

「あんこまパン」林望（リンボウ先生）作詞、伊藤康英作曲の絶句するほど難解な現代風の歌曲集とかに

大チャレンジ、どうなるか？「是非来てみて下さい」との事です。

* 參席者 變更 : 崔國信 -> 金日出 南光州RCより

수고가 많으십니다. 참석자가 1명 변경되어 참석자 명단을 다시 보내드립니다

申し訳ございません。参加者が一名変更されました。参加者名簿を再度お送りします。

參席者 變更 : 崔國信 -> 金日出 2013.4.10

会員の写真・随筆．ニュース 募集！ 会報委員会


