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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 7 月のロータリーレートは１ドル＝ 99 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 141 回

｢たまにはロータリーの話を｣ 炭谷 亮一

ロータリー精神の根本には、キリスト教がベースになっていることは以前からある程度理解していました。し

かし、詳細や確固とした認識はなく、ガバナー退任後に｢宗教｣や｢哲学｣について考察を試みた中で｢ロータリー｣

について以下の２点を理解するに至りました。

第１点として、キリスト教は大別してカトリックとプロテスタントがあり、ロータリー精神はそのうちプロテ

スタントの教理をベースにしているということです。カトリックの様に神父というエリートが一般庶民を救いに

導くという構造から脱して｢誰でも日常生活の中で神による救いを得ることができる｣と主張したプロテスタント

は、結局、自らの救いの道を自ら日常生活の中に見出さなければならなかった。そこで彼らは必然的に、自らの｢生

業｣を救いの道とすることとなる。したがって、プロテスタントの人々は、神に仕える修道士の如く、日常生活の

中で自らを厳しく律し、またそれぞれの職業と修行僧の様に直向きに実践することが求められることとなった。

聖書に｢生活規範｣が書かれていないために、日常生活の中に｢救い｣の｢証し｣を見出さなければならないことにな

る。そこで生活倫理である勤勉、倹約、節欲の生活結果が最も反映しやすい経済活動が着目された。つまり勤勉、

正直、倹約の生活がもたらす冨の増大に、神の救いの｢証

し｣の確かさを重ね合わせるという考え方である。

こうなると、神に仕えるが如く商売に励み、倹約によ

って資本を増すことこそ善であると。したがって、シェ

ルドンによる標語“He profits most who serves best.”｢最

も良く奉仕する者、最も多く報いられる｣の本来の意味が

良く理解出来ました。

第２点は、現在ロータリーは百年以上継続し、世界の

200 の国と地域に存在し、会員数は 130 万人に上ります。

初期ロータリーは勤勉、正直、倹約、つまり職業倫理｢職
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クラブ例会（木）等予定 2013-2014 年度

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

8/1 篁俊成（金沢大学医薬保健研究域恒常性制御学）

8/8 山崎知恵(キャリアカウンセラー)

8/15 例会休会

8/22 久世建二（金沢美術工芸大学学長）

2013 ～ 14 理事・役員 委員会

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 幹事：上杉輝子 副幹事：井口千夏

会計：東海林也令子 SAA：武藤清秀 直前会長 北山吉明

（理事） クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

直前委員長： ○村田祐一

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生 社会：○谷伊津子

稲山訓央 辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 ★太字：理事役員

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 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 金沂秀 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 上杉輝子
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業奉仕｣を非常に大切にし、｢職業奉仕｣はまさにロータリーの根幹、王道だったのではないでしょうか。日本への

導入は、日本人は世界でも稀なほど、勤勉、正直、倹約的な人種です。日本人の感性にマッチし、スムーズに受

け入れられたであろうと想像出来ます。ところが、プロテスタントの人々は別として、仏教、カトリック、ヒン

ドゥー、ユダヤ、その他の宗教の人々にとって｢職業観｣は千差万別ではないのでしょうか。例えば、カトリック

の人々にとっては｢人はパン(経済)のみに生きるにあらず｣との考えが主流なのではないでしょうか。そのため、

現在のユーロ圏の混乱も経済的強者ドイツ、オランダ等は、プロテスタントの国であり、弱者イタリア、ポルト

ガル、スペイン等はカトリックの国、以上が現実です。そこで国際ロータリーは、世界中にロータリーを広める

戦略のためには｢職業奉仕｣のみを強調、突出させることは、障害になると考えたのでしょう。したがって、｢職業

奉仕｣は｢五大奉仕｣のうちのひとつであり｢五大奉仕｣に優劣はないとの認識を広めようとしているようです。

現在、ロータリーは実践的な｢奉仕活動｣を非常に重要視しています。国際ロータリーとは｢奉仕組織｣であり、

自己資金で世のため、人のために｢奉仕活動｣を行う世界に冠たる｢奉仕組織｣であると地域の皆様に認識していた

だける様になろう。そうならなければロータリーに未来はないといっていいでしょう。そこでコリンズが唱えた

“Service above self”｢越我の奉仕｣が現実味を帯びてきていると理解出来ました。

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

点 鐘
ロータリーソング『我らの生業』
四つのテスト

野城勲会長 挨拶： 今晩は、先

週と違い雨ですね。朝顔のカーテンを

作って見ましたがみな枯れて、造花を

つかっています。日中暗いといわれま

したが、少し涼しい様です。本日は原ガバナー補佐がい

らしています。よろしく御指導お願いいたします。

ビジターのご紹介

ゲストのご紹介 RI 第 2610 地区 石川第 1 分区 B ガバナー補佐 原 勉 様

会長発声： いただきます。 《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事： 例会後 5 分休憩してからクラブ協議会をいたします。理事役員の

方残って下さい

東海林也令子会員：先週の会報に 「 第 37 回 ピティナ・ピアノコンペティシ

ョン 金沢西地区予選があり、金沢百万石ロータリークラブ賞のトロフィーと賞状

は、Ｂ級（小学３・４年生部門）の最優秀者に細川 李耶（ほそかわ ももや）君

でした。表彰式では、北山 吉明 直前会長から細川君に手渡して頂きました。」の記事がでまし

た。ご協力、ご援助をありがとうございます。 細川 李耶君もホームページで会報を見て喜んでいました。

金沂秀 会員組織委員会委員長： 藤間勘菊増強修練委員長と共にク

ラブ親睦をはかり、増強したいです。例会ごとに前に出て会員増

強をすすめたいので、みなさん協力して下さい。増強をいつも気

に掛けて、御紹介下さい。

炭谷亮一パストガバナー：スーダンの留学生の面白い随想『わが妄想』で

す。皆さんも読んで見て下さい。

ニコニコＢＯＸ ¥22,000- 本年度 ¥72,000- 残高 ¥4,839,914
原ガバナー補佐：お世話になります。 野城会長：原勉ガバナー補佐様、本日はご指導の程

宜しくお願い致します。 石丸会員：ガバナー補佐の原勉様をお迎えして。一年間よろしくお

願いいたします。 稲山会員：バナーありがとうございました。母にプレゼントします。 岩

倉会員：原ガバナー補佐、今年一年宜しくお願いします。 上杉幹事：原ガバナー補佐様、よ

うこそいらして下さいました。本日は宜しくお願いします。江守巧会員：原ガバナー補佐、よ

うこそ。本日は宜しくお願いします。 木場会員：原勉ガバナー補佐、ようこそ百万石へ。卓

話楽しみにしています。 炭谷会員：原様、本日はご苦労様です。今後のご活躍を祈念いたし

ます。 藤間会員：原勉ガバナー補佐様、ようこそ。よろしくご指導お願いいたします。 水

野会員：原ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。

第 705 回例会

ホテル日航 5F
7.18（木）19:00

出席率 20/37 54.05 ％

6 月修正出席率 72.86%
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講話の時間 「 ロータリーと自分 ｣
RI 第 2610 地区 石川第 1 分区 B ガバナー補佐

原 勉 様

プロフィール

勤務先 株式会社ハラ自動車 代表取締役

ロータリー歴 1987 年 1 月 松任 RC 入会（現 白山 RC）
2006-07 年 白山 RC 会長

2007 年 米山功労者マルチプル 3 回

2007-08 年 地区会員拡大増強委員会退会防止小委員会委員

2008-10 年 地区会員拡大増強委員会会員維持小委員会委員長

2010-11 年 地区会員拡大増強委員会委員長

2011 年 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 1 回

2013-14 年 石川第 1 分区 B ガバナー補佐

講話：

先ず RI 会長のメッセージをパソコンメールより読み上げます。地区テーマは古きを訪ねて新しきをる ですが

ここは活気のあるクラブで 炭谷亮一パスガバナー、石丸幹夫分区代理、木場紀子ガバナー補佐を経験された方

もいますね。私はここの江守巧会長と同期の会長をしました。江守会長はご夫人が幹事でして印象的でした。

37 才で当時の松任 RC にさそわれました。当時は仕事初めてまもない時でして 1 週間考える期間をお願いしま

したが、1 業種 1 名であまりまたすと他の人が入ってしまうと言われ、それも悔しいと思う様になり、入会してし

まいました。1 年目に韓国ソウルで国際大会があり、新入会員は出席義務者と言われ嫌々顔で参加しました。しか

し結果は良かった訳です。会場は一杯で入れず、友好クラブの人達と外でゆっくり話す事ができました。晩餐会

も友好クラブの方が開いて下さり、大変美味しく頂く事ができました。夜遅くホテルにもどりましたが、ウオー

カーヒルにさそわれ、賭け事をしてみました。（プライベートに又出かけた事がある）。

ロータリーには善友、悪友がいて面白いですね。ソウル大会での入国手続きはチャーター便のせいもありまし

たが、専用ゲートでして大変簡素化されていて、ロータリーの威力には感心しました。

さてマカオの話になりますが、家内を連れていきました。ノースリーブの女性の多い中で家内の姿に驚いた様

でした。ホテルには金正男がいました。

まじめ話ですが、崎山年度に地区増強委員長をしました。女性会員拒否のクラブもありまして、女性が入った

らやめる言っている会員もいましたが、NHK の局長さんが女性になって入会することに成りましたが、男子会員

は退会しませんでした。ロータリーは公平な所です。ラオスの話は中村啓二郎さんにききまして、資金カンパし

ようと言いましたところ、その前に現場に行って見て下さいといわれました。

質疑応答 賭け事に勝つこつは 負ける前にやめること、小さい目標を立てそこでやめること。

点 鐘

クラブ協議会

例会後 理事役員が残り クラブ予定や実情の報告をし

て原ガバナー補佐の御指導をうけました。

佐世保北ＲＣの宮崎様より

佐世保北ＲＣは今年３０周年を迎えられるとのことで、記念行事として ポリオ撲滅のライトアップを検討されているそう
です。宮崎さんは記念行事の実行委員長であり、２０１１年に当クラブで実施した 内容（費用等）を教えてほしいとの
ことでした。
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京都北東ロータリークラブ創立 25周年記念例会・祝宴に出席

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 ロイヤルルーム

記念例会 午後 3時 30分
祝 宴 午後 6疇
出席者：野城会長、上杉幹事、石丸夫妻、

炭谷夫妻、北山夫妻、金、杵屋、宮永、井口

各会員 計 12名

記念事業として ロータリー「希望の風」

奨学金贈呈、

締結 15 周年「友好の絆」3440 地区パスト
ガバナーソムチャイチアラナイパニット様

謝辞 東日本震災支援 岩沼 RC 小野務会
長のの謝辞,があった

岩沼 RC には金沢百万石 RC も援助したので、小野会長は
クラブ名を上げて謝辞を述べられた

記念講演 国際社会における日本の課題 同志社大学学長 村田晃司氏

日本中国韓国北朝鮮の指導者を比較するとき、皆、世襲的な面があるが日本は残念ながら

レベルは可成り下と言わざるを得ない。尖閣諸島の事、歴史的な決着も出来るかどうか、歴

史的政治的事実もほんの少しのきわどい事実しかない、

民主党が勝手に負けたので自民党がが勝ったのではない。

選挙のみのため大事な日本の内閣をだめにし続けた男のために超短期間内閣になり、世界の

信用を台無しにしてしまった。など、明快でわかりやすい講演でした。

懇 親 会

野城勲
金沢百万石 RC会長の挨拶

杉本豊平

京都北東 RC会長

アトラクションの和太鼓

地区役員を長らくされた貢献 公文会員を表彰

公文会員ご夫妻囲んで
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京都洛北 RCの皆様と
久しぶりで再会しました。

京都洛北 RC は金沢北 RC の姉妹 RC であり京都北
東 RCの親クラブでもある。
石丸会員が金沢北 RCの時におつきあいしていました。

二次会 姉妹友好クラブが集まり,親交をかわした。とく
に京都北東 RC の杉本豊平会長は百万石クラブのテーブルに
よく来られ、大いに話が進みました。

西崎義雄会員

（京都北東）

1923生入会 1994年
西崎歯科医院

本年 90才
80 才でロータリアン
になられたとか。

京都北東 杉原繁一氏、 長崎北東 岩永信昭

パストガバナーと 炭谷会員 北山会員

前列 川名氏 若林氏 山田氏
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