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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

パストガバナーからの手紙 130 回

お江戸の奇人・変人・大天才 その 1「葛飾北斎」 炭谷 亮一

4 月 6 日（土）7 日（日）に東京で「あっぱれ北斎、光の王国展」を 2 日連続でじっくり鑑賞した。

浮世絵の原画もあったが、最先端の高精細デジタル撮影しコンピューターで退色を補正し、原色浮世絵をどこ

までも忠実にクリアに再現していた。どれだけ拡大しても画像の線がそのままシャープに残る為、肉眼ではわか

らなかった浮世絵の細部まで明らかな原寸大から等身大にズームされた浮世絵に興奮させられた。実に「天才北

斎」の筆致のみならず、息使いさえ感じられた。

1999 年にまさに「あっぱれ北斎」と大声で叫びたくなる快挙があった。それはアメリカの「ライフ誌」特集で

「この千年の間に最も重要な業績を残した、世界の 100 人は誰か？」で選定したが、その中で日本人でただ一人

「葛飾北斎」が選ばれた。

北斎の代表作、あの「赤富士」「神奈川沖波裏」等の斬新・奇想・ダイナミック････そして造形の極地をみる強

烈な印象は、世界中の人々をアッと驚かせ、不滅のイメージを与えた。

そして北斎は作品だけでなく、彼自身と彼の生き方がまた強烈、破天荒、ダイナミック･･･当時としては超長命

の 90 年の生涯、人生の大半を絵師として画業三味に励み、膨大な作品群を残し「波乱万丈」の生涯を送った。

ともかくそのスケールたるや、ギネス級、超ド級、江戸時代にしては並外れた体格（身の丈 6 尺の大男）で、

性格の方はケンカ早い激しい気性、気位高く、強情、尊大、くるくる変わるペンネーム改名狂（約 30 回）根なし

草同然の転居癖（約 90 回に及んだ）、超売れっ子なれど借金渡世の長屋暮らし、健脚なればこその旅行好き（70
代でも）、天邪鬼の奇癖強く、それに加えてシャレ心諧謔精神旺盛で、世間様をアッと言わせ人を喰った「北斎セ

ンセイ」であった。

なかなか世界広しと言えども「北斎センセイ」程の人物は

見当らず、世界の奇人変人大会でも開けば、ダン突の 1 位に

輝くこと、うけあいである。

お江戸のいやこの現世でも稀なる「スーパースター」の人

生ドラマは波乱に満ち、ミステリアスで実におもしろい。（数

知れない程の奇行は今回割愛させていただきます）

自らを「画狂人」と称し、最晩年まで作画意欲は旺盛で、

北斎は寒がりで風呂ギライ。着たきりスズメで、襟足あたり
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- 2 -

にはシラミがはいつくばっていた。夏でもコタツに入ったきり、目を覚ましたらめしを喰い、そして日課の絵を

描きはじめる。寝たくなったらそのまま寝ると言う生活を送り、90歳の 1849年 4月 18日に息を引き取った。
最後の言葉として「天我をして 10 年の命を長ふせしめばといふ、暫くして更に謂て曰く、天我をして 5 年の命

を保たしめば、真正の画工となるを得べし」と言訖りて死す。つまり「あと 10 年いや 5 年生きれたら本当の絵師
となれるのに」と息もたえだえ語ったと言う。

私には「北斎」が冥途から私達、現代人にシャレッ気たっぷりに以下の様に呼びかけている様に思えてならな

い。

「おいコラー、今生きているオメッチよ。オイラのこと年老いた絵師だと思って、バカにすんなよ！！ちょっと

小耳にはさんだことだが、ここんとこ千年で、このお江戸でオイラより有名なヤツはいないって言うじゃねえか？

お前らバカヅラさげてないで、とっとと、いい仕事してオイラを越えてみな！！期待しないで待ってるからよ～

そいじゃ、あばよ」

まったくすごいヤツがお江戸にいたもんだ！！

あっぱれ北斎 日本一！！

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

点 鐘
１．ロータリーソング

『手に手つないで』

２．四つのテスト

３．会長 挨拶： 先日訪れた仙台名取

市、閑上地区の津波被害の風景はいまだ

に脳裏に焼きついています。一度に、多

くのものを失って生き残った人たちのス

トレスはいかばかリか、想像もできません。このスト

レスにより健康を害し、あるいは持病が悪化した人も多いはずです。3 月 30 日の朝日新聞によりますと、震災関
連死が 1 年を経過した後にも発生していることがわかりました。1 年経過後に死亡した人は 40 名で、そのうち 35
名は原発事故に伴う福島からの避難者達です。8割が 70歳以上で、事故後、避難所など平均 7回移動しています。
１番多い人では 16回の移動です。
この人達を含め、今年 2 月までのほぼ 2 年間に震災関連死と認定された人は 2548 人です。県別の内訳は、福島

1337 人、宮城 848 人、岩手 362 人です。このほかに申請したものの不認定になった人は 3 県で 659 人、申請結果
待ちが 229人です。
震災関連死とは、地震や津波による直接死亡ではなく、避難生活で体調が悪化するなど、間接的な原因による

死を指します。市町村などに申請し、認められますと、生計を支えていた人には 500万円、それ以外には 250万円
が支給されます。認定の審査は原則、弁護士や医師らが構成する県や市の審査会で行われます。

震災関連死の認定は、阪神大震災では、地震後 1 ヶ月以内の死亡に限定されていましたが、今回の震災では、
このような基準が実情に全く合いません。審査の基準は市町村に任されていますが、具体的なものはありません。

そこで、厚労省は新潟中越地震の際、長岡市が策定した「長岡基準」を参考にするように通知しました。しかし、

長岡基準では「6 ヶ月以上経過したものでは関連死の可能性は少ない」としています。このような、混乱があり、
現在もまだ、認定審査が続行している現状です。

このように、被災地の人々が生きるために、一日も早く整備されなければならない、住宅などのハード面、就

職や教育といったソフト面、そしてそれを支える法的制度、そのいずれもが何ら具体化されてことなくずるずる

と日が過ぎていきます。

被災者の明日には何の保障も夢も無い、そんな現状がえんえんと続くとすれば、震災関連死は何年たっても発生

すると思われますが、いかがでしょうか。

１）ゲストのご紹介

銭屋五兵衛記念館 館長 荒川 勝治 様

２）ビジターのご紹介

金沢香林坊ロータリークラブ 青山 幸司 様、

柿本 盛敏 様、村野 元孝 様

２）皆出席者顕彰 ３ヵ年 木場 紀子 会員

《食 事》
幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事：地区協議会の出欠確認をとりますので 4/19 までにお願いしま
す。また本日例会後役員会をいたします。関係者は残って下さい。

木場紀子Ｒ情報委員長：友四月号 32 ページに 2610 地区中尾ガバナーの記事
で、金沢北、金沢西の食事の「いただきます。」の事がでていました。石川第

694回
ホテル日航 3F
2013 4.11（木）19:00

例会出席率 20/35 57.14％
2月修正出席率 69.77%
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１分区Ｂのお話しでもあり、嬉しくおもいました。小矢部中央 RC の目の不自由な人への奉仕の話し

もありました。4/7（日）は野々市 RC と韓国て大邱の RC 之姉妹提携の事で私がガバナー挨拶の代読

をしましたが、金沂秀会員が通訳をなさりました。

金沂秀親睦委員長 RI재단에서 이제부터 잘 될 것입니다. 과의 메일은 있었
습니다만, 송금을 위한 서류는 와 있지 않습니다. 가나자와 100만섬RC에
보내도록 해 주십시오. 자매 클럽의 (1000불)과 100만섬RC3000불 예정입

니다. ：木場さんがいきなり通訳するように行ってこられました。野々市クラブの 35 周年で昨年秋

大邱にいきました。今年は大邱から 24 人が来られ大変もりあがりました。ロータリーの友好そのも

のでした。

川きみよ幹事：例会後の理事役員会はこの場所でします。

ニコニコＢｏｘ ¥6,000- 本年度 ¥603,360- 残高 ¥4,680,576-
北山会長：荒川勝治様、ようこそ百万石へ。よろしくお願いします。江守巧、道子会員：荒川さん、

ようこそ！今日のお話楽しみにしています。 炭谷会員：荒川様、今夜の卓話楽しみにしています。

武藤会員：先週皆さんと富山西 RC の例会に行ってきました。近くの松川の桜も満開で、これから

も交流が出来れば楽しいのではないでしょうか。 若狭会員：荒川勝治様、本日の卓話、誠にあり

がとうございます。銭五のお話楽しみにしています。

講話の時間 「銭屋五兵衛に学ぶ｣
銭屋五兵衛記念館 館長 荒川 勝治 様

プロフィール 昭和 13 年 1 月 13 日生まれ

昭和 35 年 4 月 北陸ソニー販売株式会社入社

昭和 53 年 8 月 同社取締役社長

平成 3 年 4 月 ソニーコンスーマーマーケティング株式会社北陸取締役社長

平成 7 年 4 月 ソニーコンスーマーマーケティング株式会社中部営業統括部長

平成 9 年 4 月 財団法人銭五顕彰会理事（現在に至る）

平成 16 年 6 月 日成ビルド工業株式会社監査役（現在に至る）

講話：銭屋の精神は今の日本にとって一番かけ

ているのではないのかと思いいます。

７代目五兵衛は 1773 年に加賀の国宮腰（金沢

市金石）にうまれました。質屋と両替所の跡継

ぎとしてうまれました。先祖は能美郡の淸水村

出身ですが、初代は越前の朝倉氏の子孫で前田

利家と共に来て鶴来城に入った家老（1 万 8 千

石）と共に来て百姓になっています。そこのお

寺が長徳寺で、それが水害でよく流されるので、

金沢の彦三町に移転を機についてきて金沢にき

ました。金石に入り、その 7 代目が銭屋五兵衛です。こでは質屋両替所の他呉服

商を営み 2,000 坪の土地を買い本店と本宅がありました。35 才で 120 石の船で海

運にのりだし、40 才で加賀藩のご用商人になりました。又まちの会計役もやり税

金の納付もしました。立て替えが多く大変だった様です。41 才、当時は前田 12,13
代になりますが、本田、長、横山、前田、奥村の５家老で、特に奥村家とは親し

くして、茶、花、俳句など色々と学んだ様です。

商売については長男は出来たが、頭が高いので厳しく教育したようです。商訓 3
ヶ条として世人の信を受くべし、機を見るに敏かるべし、 果断勇決なるべし。

家訓 8 ヶ条として 記録の尊重 経済上の注意（倹約） 奢侈の禁止 主人の勤

勉 敬佛勤行 国法の遵守 会計の性格 家財の購入（分不相応は固く無用）を

のこしています。丁稚は朝 5 時起きですが、長男には 4 時起きをさせました。心

の教育は厳しく、3 代先まではご先祖様としてしっかりあがめること、魂、頭、

努力、感謝の精神をいいました。こうすれば自ずからお金が入ってくると。又加

賀藩の基本のこと、 会計の基本、贅沢の戒め、を厳しく教えました。64 才で隠

居したが河北潟に米を作ろうと 1851 ～ 1870 の 20 年の計画をたてました。今のお

金で 283 億円の予算でした。（昭和 39 ～ 60 年にこれをやり、286 億円）2300 町

歩で 48300 石になります。

銭五の海運業支店は 35 カ所になり、中でも青森支店には多くの金額を与え仕事

をまかせました。そして良い品と素早い情報を得ることができました。家老の奥村家にしたしくしていましたが、
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江戸より出向の長により計画の許可が得られず、協力者の豪商

も手を引き 80 才で一人でやることになりました。しかし湖の魚
が死んだりの事故もあり、加賀藩は禁止しました。湖の事故は

黒川良安は毒物でなく湖底の腐敗であるとしましたが、デマを

とばされ、加賀藩は干拓禁止を命じました。その年の 10 月に逮
捕され、牢屋にいれられました。長男、次男も捕まり、船も財

産も募集され、11月 21日に牢死しました。長男と次男は終身刑、
三男は磔になりました。藩の密輸をおそれたのだと思いいます。

千宗室との付き合いもあって、高価な茶碗やベトナムの香合も

残っています。しかし銭屋五兵衛の詳細な記載が残っていて、

本物と違わない様な復元ができました。 また銭五事件に関し

ては 尼さんの正確な記録が残っています。この人は 16 才で女
中にになり、特に 3 男に好意をよせていました。 事件の後、出家し、寺にそのお墓を作りました。これが明治中

期に発表され、無実が晴れ、銭五の顕彰となりました。

銭屋は財産没収・家名断絶とされたのは、江戸幕府が鎖国政策を改め、開国に転換する日米和親条約の締結の、

わずか 2年前のことであった。 点 鐘

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

ガバナー補佐

木場 紀子

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
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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

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

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。

会員の写真・随筆．ニュース 募集！ 会報委員会

韓国南光州クラブと Matching Grant の進行状況
審査に手間どっていた様でしたが＃７８４００で許可になり金沢百万石 RC は 3000 ドルをロ

ータリー財団事務所に送金することになりました。残り 1000 ドルは東京世田谷中央 RC に 500 ド
ルと高崎 RC に 500 ドルお願いします。
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