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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 4 月のロータリーレートは １ドル＝ 94 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 136 回

｢古代史探訪｣その３～モンテスキューの間違い～ 炭谷 亮一
ナポレオンがエジプト遠征に行ったのは、別にスフィンクスの顔を砲撃して壊すためではなかった。

彼は考古学にも少し造詣があって、それでシャンポリオンみたいな学者も連れて行き、あのロゼッタストーン

発見につなげた。

シャンポリオンはそこに書かれたヒエログリフを解読して世界にその名を残すことになるが、彼自身もエジプ

ト文明に大いに触発されて、その後も何度か足を運んだ。

いくつかの王墓の発掘もした。そして彼はその当時の西欧人の常識を覆すとんでもない発見をしてしまう。

彼が友人に宛てた手紙を引用すると「ある王墓に朝貢の模様を描いた壁画があった。そこでは王座につく王フ

ァラオの肌は赤色に塗られた人物だった。白人ではなかった。そして王の前に並ぶ朝貢の列の最初には黒い肌を

したアフリカ人が描かれ･････」とある。

以下、中東やアジアの人種が並び、「列の最後尾には

体中に刺青をし、動物のなめしていない毛皮をまとっ

た野蛮人が立っていた。彼らの皮膚の色は白く描かれ

ていた」と続く。

神が自らに似せてお創りになった世界で一番、賢く

気高いはずの白人。それが最も野蛮な未開人として描

かれていたことに、彼は大いに衝撃を受ける。

それまで欧州の白人は彼らの祖先がエジプト文明も

メソポタミア文明も産み、それをギリシャ、ローマで

花開かせたと固く信じていた。文明も文化も白人の特

権だと。

シャンポリオンの発見は、それを百八十度ひっくり

返した。彼はその後も白人の優位を裏付ける努力をす

るが、調べれば調べるほど白人はずっと野蛮人という

結論だった。

シャンポリオンの少し前に生きたモンテスキューは
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クラブ例会（木）等予定 2012-2014 年度

5/23 松本英輝(旅人・エコロジスト)

5/26 地区協議会(こまつ芸術劇場うらら）

5/30 振替休会

6/6 宍戸紀文（nanaopc.net(株) 代表取締役社長）

6/13 中村太郎（中村酒造(株) 代表取締役社長）

6/20 高橋 智裕（写真家＆ジャーナリスト）

6/22(土) 会長幹事慰労例会 滝亭 19 時～

6/27 例会休会 → 二木さん祝賀会 ホテル日航

金沢 19 時～

7/4 野城会長 所信表明

7/11 中村啓二郎（啓和住研(株)代表取締役会長）

7/18 ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

7/20（土）京都北東 RC 創立 25 周年例会

7/25 ガバナー公式訪問
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『法の精神』の中で「黒人は人間ではない。なぜなら彼らは金よりガラス玉を喜ぶのだから」と大真面目に書い

ている。

それは間違いで、実はエジプト人など褐色の肌の民のほうが文化が進んでいて白人は野蛮人だったと、白人考

古学者は正面切っていえなかった。

だからシャンポリオン以降、白人学者は極力エジプト文明を無視し、代わってやや歴史は浅くなるが、メソポ

タミアを白人文明の源流に位置づけるようになった。

何より聖書にある始めての人間、アダムとイブが住んだエデンの園も、このチグリス川のほとりに位置してい

るからだ。人類の中で一番優れた白人はメソポタミア生まれ、と彼らは今、信じるようにしている。

現在、人類最初の祖先とされているのはエチオピアで発見された約４００万年前の女性の化石人骨で、身長１．

２メートル、体重は約２６キロにすぎない。もちろん白人ではない！！

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

点 鐘

国 歌 『 君が代 』

ソング『それでこそロータリー』
四つのテスト

会長挨拶：大変良いお天気が続
いています。野山は美しい花で覆

われています。機会を見つけて、

日本の初夏の自然を楽しんでみてはいかがでしょうか。

さて、我がクラブの二木会員が黄綬褒章を受章されました。そこで、二木さんが所属する、ロータリークラブ

の会長と言うことで、私が発起人代表となり音頭をとり、祝賀会を開催する運びとなりました。発起人の中には、

杵屋喜三以満さんにも加わっていただきお手伝いをお願いいたしました。日程は 6 月 27 日、木曜日の夜です。こ
の日は、例会がお休みと言うことで、皆様も集まりやすいと考えて設定いたしました。本日ご案内を配りました

が、どうか出席していただきますよう、お願い申し上げます。

さて、本日のもう一つの目玉は、新入会員の方々です。今回入会予定の宍戸さんと稲山さんがそろって例会に

参加されました。ぜひ入会して楽しいクラブ生活を送っていただければと思います。

さて、東北大震災の話題ですが、今日は被災地のスポーツ環境についてお話します。震災以降、被災地ではラ

イフラインの確保に始まり、生活の必需事項の確保や経済の活性化など、復興に向けて多くの協力と地元の努力

が行われてきました。実は、このような活動に直接関与する機会が少ない子どもたちにとって、学習機会の確保

と、スポーツ環境の復旧は切実な問題でした。しかし、前者はまだしも、後者のスポーツに関しては、生きるこ

とに直接関与していないことから、先送りや後回しになってきた感があります。子どもたちが成長過程でしっか

り身に着けなければならない、身体と心の教育が今大変危うい状況にあります。

学校の運動場は、仮設住宅の設置場所として占有されており、十分はスペースがありません。また、県内・外

への避難により、部員数が激減してチームつくりに支障をきたす事態もあります。宮城県南三陸町の志津川高校

サッカー部の茂木監督は、生活の中での我慢が増えるからこそサッカーをさせたい、限られた環境に中でも生徒

たちは成長している、不十分な環境の中でも、頑張っている姿を見せたい、とコメントしています。

スポーツと文化は人間にとって、最終的に無くてはならない大切な生きるための活動です。多くの、被災地が復

興に地道に努力していますが、このスポーツと文化が復旧して初めて復興は完了したと言えるでしょう。

ゲストご紹介
（卓話者）nanaopc.net株式会社 代表取締役社長 宍戸 紀文 様

北陸大学 未来創造学部 准教授 稲山 訓央 様

ビジターのご紹介 なし

今月の誕生者の紹介
１５日生まれ 川きみよ会員 １６日生まれ

魏賢任会員 １７日生まれ 永原源八郎会員

ゲスト 稲山訓央様ご挨拶とのこぎり演奏
私はノコギリ演奏家として有名ですが、このたび北陸大学の未来創造学部

准教授として金沢に単身赴任しました。元々母親が大阪の曾根崎 RC のロー
タリアンでありましたので私もそろそろと考えていました。早速ですが一曲

演奏いたします。 演奏 故郷

第 700 回記念例会
ホテル日航 3F
6.6（木）19:00

出席率 24/35 68.57 ％
2 月修正出席率 69.77%
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《 食 事 》

幹事報告・委員会報告 川きみよ幹事： ① 来週の例会は会場がかわります。気

をつけて下さい。 ②また例会後は新旧理事会があります。委員会の引き継ぎがあります

ので委員長は出席して下さい。③テーブルの上のお菓子は 15周年の時に東京世田谷中央 RC
近藤会長さんからいただいたものです。召し上がって下さい。

ニコニコＢＯＸ 6,000- 本年度 ¥649,360- 残高 ¥4,726,914-
北山会長：宍戸様、稲山様、ようこそ！ようこそ！ 石丸会員：宍戸様の卓話と今後を楽しみに

しています。 井口会員：宍戸様、稲山様これから宜しくお願いします。本日の卓話楽しみにし

ています。 炭谷会員：宍戸様、今夜の卓話楽しみにしています。 宮永会員：宍戸さん、今日

はよろしくお願いします。７月からの入会ありがとうございます。

講話の時間 「 ＩＴは楽しい！ 」

nanaopc.net 株式会社 代表取締役社長

宍戸 紀文 様
紹介 宮永満祐美：

プロフィール

1969年 2月 28日 福島県福島市に生まれる

1987年 福島県福島工業高校電子科卒

1997年 パソコンサポートの仕事を始める

2006年 nanaopc．Net株式会社設立
2007年 七尾駅前に、「ぱそこん屋ししど」開店 現在に至る

クラブ事務所のパソコンは 宍戸さんから購入しました。部品からパソコンを組み

立てていらっしゃるのでクラブのパソコンが故障しても大丈夫です。

講話： 「ＩＴが楽しい｝
不思議なご縁でお話をすることになりました。私は今 44 才で、生まれは福

島市です。福島県は大きく北海道、岩手県に次ぐ 3 番目の広さで石川県の 3 倍
はあります。人口は 220 万人です。県は中通り、会津地方、浜通りにわかれて
います。それぞれ全然、気風も人種もちがいます。中通りは新幹線の通り道で

東京に大変近いです。中でも会津は閉鎖的といわれていました、新しく行きま

してもなかなか受け入れてもらえませんが、一旦仲間になると大変情が深い所

です。観光地も沢山あります。 省略

父は 38 才でなくなりましたが私もその喘息持ちで早死にするといわれていま
したので、一時、宗教に凝った事もありました。その関係で七尾市にきましたが、今では全く縁をきりました。

七尾はいいところです。

学校を出てからは数学が得意で高校生の家庭教師もしました。しかし、その仕事は生徒が合格するとすぐ失業し

ますので、好きなパソコンの仕事を始めました。nanaopc.net 株式会社です。テリトリーは NTT、SoftBank,
KDDI、バッファロー、NEC、東芝、カーマ等でパソコン救急車へ電話しますと私の所につながります。この様に
いろんな会社やお店に私のテリトリーがありますが、毎日、県内外に大変な距離ですが、車をはしらせています。

私の好きな「ひき寄せの法則」では波長の合っている人達が繋がります。ロータリークラブもそうだと思います。

続いてフェイスブックのお話をいたします。－－－－－

点 鐘

新会員とホテル日航１ Fで
2013.6.6.16pm8:20～ 9:00

コヒーを飲みながら歓迎、懇親をしました。
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2012-2013 年度 会長幹事慰労例会のご案内 金沢百万石ロータリークラブ 親睦委員長 金沂秀

日 時 2013 年 6 月 22 日（土）19：00 ～

場 所 金沢犀川温泉 Jll 端の湯宿「滝亭」

金沢市末町 23 － 10 TEL O78 － 229 － 1122
会 費 一泊二食 18,000 円（離れ特別室 ヒノキの野天風呂付） 夕食日帰り 10,600 円

※お酒は持ら込み OK で、酒代はクラブ負担です。

〆切 5 月 31 日

なお、6 ／ 27（木）は振替休会となりますので、この例会が今年度最終例会となります。

京都北東ロータリークラブ創立 25 周年記念例会・祝宴のご案内
日 時 平成 25 年 7 月 20 日（土）

場 所 グランドプリンスホテル京都

記念例会 午後 3 時 30 分

祝 宴 午後 6 疇

会 費 会員 15,000 円 家族 10,000 円

現時点では金額は未定ですが、会費の一部をクラブで補助する予定です。登録〆切がありますので、

出欠 5 月 24 日（金）午前中までに御連絡廉います。

理事役員会のご案内 6 月 13 日(木)例会後

場 所 : ホテル日航金沢 5F 松・竹

議件: 次年度予算承認 委員会引継ぎ その他

2012-13 年度 理事役員各位

役員:北山吉明(会長)、野城 勲(会長エレクト)、宮永満祐美(副会長)、川 きみよ(幹事)、西村邦雄(会計)上杉輝

子(SAA(会場監督)(副幹事) 西村邦雄(直前会長)

理事:村田祐一(クラブ管理運営委員長)竹田敬一郎(奉仕プロジェクト委員長) 二木秀樹(会員組織委員長) 藤間

勘菊(ロータリー財団委員長)吉田昭生(広報委員長) 常任理事:石丸幹夫

オブザーバー:炭谷亮一 岩倉舟伊智

2013-14 年度 理事役員各位

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)、上杉輝子(幹事)、東海林也

令子(会計) 武藤清秀(SAA(会場監督))、井口千夏(副幹事) 北山吉明(直前会長) 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) 金折秀(会員組織委員長) 藤間勘菊(ロータリー財団委員長)

村田祐― (広報委員長) 常任理事:石丸幹夫 吉田昭生

オブザーバー:炭谷亮一 岩倉舟伊智

アジサイと菖蒲の美しい季節に

金沢市卯辰山 菖蒲園 その他にて 写真提供 石丸幹夫


