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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 8 月のロータリーレートは１ドル＝ 100 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 144 回 炭谷 亮一

「レオナルド・ダビンチ考察」その 2 宿命のライバル・ミケランジェロとの対決

1503 年春「レオナルド」はチェーザレ・ボルジアへの仕官を終え、フィレンツェに戻って来た。芸術家として

油の乗り切った 51 歳であった。一方「ミケランジェロ」はローマであの有名な「ピエタ」を完成させてフィレン

ツェに戻り、「ダヴィデ」を目下製作中で、新進気鋭の 29 歳であった。1503 年から 1505 年はフィレンツェが生ん

だ二大巨匠が、共にフィレンツェに滞在した奇跡の 2 年間と言われている。

実はこの 2 人、生まれや性格、考え方など何から何まで正反対で知る人ぞ知る犬猿の仲であった。フィレンツ

ェ政府は 2 人の滞在を知り、千載一遇のチャンスとばかり、この二大巨匠を絵画で直接対決させようと、ある企

画をたてた。それが、政庁舎内の大会議場（現ベッキオ宮殿・五百人の間）の壁画で、レオナルドはテーマとし

て「アンギアーリの戦い」ミケランジェロは「カッシーネの戦い」を選んだ。

2 人にとって絵画での対決など生涯二度とないチャンスにお互い、相当な意気込みであったことは想像出来る。

またフィレンツェ市民にとっても世紀の対決に、町中この話題で持ちっきりであり、固唾を飲んで見守ったであ

ろう。先に仕事を依頼されたレオナルドは、原寸大の（11 × 20m）カルトン（下描き）を描き上げた。それは「軍

旗を争奪する」シーンで、混乱する馬と人が複雑に絡み

合い、「戦争の狂気」が主題の画期的なものだった。一方

ミケランジェロは「敵の急襲を知り、慌てて水浴びをや

めて川から上がり身支度する兵士たち」と言う男性の裸

体がひしめく構図を練り上げた。

この 2 つのカルトンは、ルネサンス絵画に大きな転機

をもたらしたが、レオナルドは画材及び描画方法の失敗、

ミケランジェロはローマ教皇に召還されたことなどから、

この大壁画は完成されることはなかった。50 年後、途中
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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
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で放棄された壁画はコジモ一世の命令でヴァザーリの筆によって、完全に覆われてしまった。

以上の様に世紀の対決は残念なが

ら中断中止となってしまった。未完

ながら 2 人の躍動感に満ちた力作に
感動させられる。

当時レオナルドはミケランジェロ

の様な彫刻家の仕事を「ほこりにま

みれて、泥の様な大汗をかき、顔は

ベトベト、全身大理石の粉だらけで、

まるで新入りのパン焼き職人のよう

だ」「彫刻なんてものは、もちが良い

以外、他に取り柄のないものだ」「高

貴な人の芸術ではない」と言い、一

方ミケランジェロの方でも「絵画などは、女子供に似合いの芸当だ」「オレみたいに少しは体を張った仕事をして

みろよ」と互いに自分の芸術の優位性を主張し張り合っていた。

以上は表面的表現であり、本当の 2人の心の深層に迫ってみることにしよう。
ミケランジェロは心の中では「レオナルドよ、次々と君は理解のあるパトロンにかかえられ、絵をまったく描

かなくても生活は保障されているとは言え、一体毎日毎日大し

て絵も描かないで何をして過ごしているんだ。朝から強い酒でもあおって一日中ラリっているのか。君ならヨー

ロッパ中をうならせる様な作品を多数描けるのに、まったく才能の持ち腐れだよ。それに君は私と同様に建築に

興味があるそうだが、君は例によって

机上の空論で何一つ実現させていない様だが、私の設計したサン・ピエトロ大聖堂のクーポラ（ドーム型の屋根）

は実現完成させているよ。ローマ市民は私のことを実行のミケランジェロと呼んでいるよ。まぁ君はさしずめ未

完のレオナルドだなと、頭でっかちのレオナルドを非常に毛嫌いしていた!!」と推測出来る。
レオナルドは心の中で「ミケランジェロよ、君は確かに芸術的才能はある。専門外の絵画（システィーナ礼拝

堂の天井画）でもすばらしい業績を残している。ひょっとしたらオレ以上かも知れないことは認めるよ。しかし

今はルネサンスなんだよ。このルネサンスの意義を考えたことはあるかい。芸術なんてものは 10 番目の才能なん
だぞ!!こんなもんいくらやっても世の中の進歩にはつながらない。芸術は目の保養であり心のオアシスみたいなも
んだよ。大切なのはサイエンスだよ。オレみたいに 1 番から 9 番目の才能のある人間は、芸術方面はそこそこに
して他の才能を発揮した方が世の為、人の為って言うもんだよ。これから 200 年後の未来にアイザック・ニュー
トンと言うイギリス人が「万有引力の法則」とやらを発表するかも知れないが、数式にして残さなかったが実は

オレが第 1 発見者なんだぞ!!又、オレが写した人体解剖図は未来の医学の進歩にどれだけ多大な貢献をしたか、ミ
ケランジェロよ君には想像だに出来ないだろう。更には大きな祝典、祭典まぁわかりやすく例をあげればオリン

ピック等のイベントのプロデュースなんかもオレは得意で随分頼まれやり遂げたよ。精神分析医のフロイトに言

わせればオレ自体は人より 100年いや 200年先を行っていると断言してるってよ。言い忘れたが、システィーナ礼
拝堂の「最後の審判」の天井画の中に、君に意地悪していた当時の儀典長チェゼーナ、彼を君は地獄の番人のミ

ノスとして描き、その上彼のペニスを蛇が飲み込んでいる構図にした。なんてすごい皮肉とリベンジにエールを

送りたい。見直したよ!!（面白いことに、ローマ法王はミケランジェロの弟子に腰巻きを加える様に命じた。この
命令に従った弟子を当時のフィレンツェ市民は「ふんどし屋」と呼んで蔑んだそうである）気性は合わないがお

互い刺激し合って頑張ろうぜと、芸術しか出来ないミケランジェロを見下していた!!」と推測出来る。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
ロータリーソング
『ＲＯＴＡＲＹ』
四つのテスト

野城勲会長 挨拶：昨日は立秋と
言うことで暦の上では秋になります

が日中はまだまだ残暑が厳しく１年

で最も気温が高くなる時期ですので

体調には十分気をつけて下さい。

盆とは旧暦の 7 月 15 日を中心に行われる先祖供養の儀式で、先祖の霊があの世から現世に戻ってきて、再びあの
世に帰っていくという日本古来の信仰と仏教が結びついてできた行事です。多くの地方で 8 月 13 日の「迎え盆」
から 16日の「送り盆」までの 4日間をお盆としています。
祖先の魂を迎える為に 13 日、迎え盆（お盆の入り）には夕方に仏壇や精霊棚〔しょうりょうだな〕の前に灯りを
灯した盆提灯〔ぼんちょうちん〕を置き、庭先や門口に皮をはぎ取った麻の茎（麻幹〔おがら〕）を焚きます。こ

の灯りと炎を「迎え火」と言い、精霊に戻る家の場所を伝えます。14 日・15 日は精霊が家に留まっている期間で
す。仏壇にお供え物をして迎え入れた精霊の供養をします。

16 日の送り盆（お盆の明け）の夜に、精霊は再びあの世へ帰っていきます。この時、迎え火と同じ位置に今度は

ルーベンス ダビンチによる

「アンギアーリの戦い」模写

サンガロ ミケランジェロによる

「カッシーネの戦い」模写

第 708回例会
ホテル日航 3F
8.8（木）19:00

出席率 22/37 59.46％
6月修正出席率 72.86%
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「送り火」を焚き、再び帰り道を照らして霊を送り出します。

お盆の為に家でする準備としては、14 日か 15 日に僧侶を招き、お経や飲食の供養をします。お供えものは、13 日

はお迎え団子(あんこのついたお団子)、14 日はおはぎ、15 日はそうめん、16 日は送り団子(白い団子)と毎日変え

てゆきます。

ゲストのご紹介 （卓 話）ファミリーカウンセラー 山崎 知恵 様 （2013-2014 派遣留学生）川 拓真さん

ビジターのご紹介 金沢香林坊ＲＣ 鈴野 孝様 金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二 様

2013-2014 派遣留学生

川 拓真さんよりご挨拶

今晩は、8/22 米国ルイジ

アナ州へ留学します。

有り難うございます。多く

の友達を作りたいと思いま

す。楽しみにしています。

そのため今料理作りの練習

中ですが、米国でも料理を

覚えて帰りたいです。勉強

や言葉など頑張りります。

会長発声： いただきます。 《 食 事 》

スライドショー 京都北東 RC 25 周年記念例会報告
石丸幹夫会報委員長：

京都らしい華麗で行き届いた記念例会でした。 スライドで姉妹クラ

ブの会員やゲストの紹介、式典や懇親会、二次会、更に貴船神社や川床の

様子も紹介しました。スライドは 50 枚。

幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事： 今晩は 本日例会後、理事役員会をいたします。 8/15 は例会お休みです。

二木 秀樹親睦委員長：会員親睦会を企画いたしました。会員の皆様にふるってご

参加下さい。8 月 24 日(土)・25 日(日) 一泊ニ日で能登島です。一番端の景色の良

いところです。場 所 勝雄館 セ尾市能登島えのめ町 TEL 0767(84)1316
会費 10,500 円 集合は午後 6 時ですが遅れてもかまいません。可成り大き

い民宿です。集合 平成 25 年 8 月 24 日(土) 午後 6 時 勝雄館 人 員 10 ～ 15 名程度

申し込み 〆切り 8 月 20 日(火)まで （詳細 後述）

金沂秀会員組織委員長：①毎週申しあげていますが、新会員候補者で 良い人がおられたらすぐ

言って下さい。がんばります。

②光州に行きました少女 3 人元気です。明日もう帰ってきます。

小松までお迎え来れる方は来て下さい。10:05 着です。

北山吉明前会長： 9 月 14 日から 16 日の 3 日間、金沢 21 世紀美術館、シアタ

ー 21 において、「日本ヌーベルヴァーグの極意」と題して、1960 年代の先進的な映画を上映し

ます。映画終了後に、若者たちとのパネルトークを行います。トークのゲストとして若手の映

画監督を迎えます。チケットは 1,000 円です。申し込みは北山までお願いします。

東海林也令子会計委員長：野城 勲会長にも出席していただいて 7/28 ～ 29 県立音楽堂にて第２

回 いしかわ国際ピアノコンクールをおこないました。会長から、賞状とトロフィーが授与され

ました。 今回の金沢百万石ロータリークラブ賞受賞者は、馬場彩乃さん（桐朋小学校５年生

東京）でした。

その馬場彩乃さんですが、2520 地区盛岡滝ノ沢ロータリークラブの山口淑子さんの姪のお子さん

とかで山口淑子さんは七尾市出身であり、 ガバナーーエレクトとの事です。

皆出席者顕彰 ６ヵ年

宮永満祐美会員
米山功労者 感謝状の贈呈

木場 紀子 会員

京都北東 RC
杉本豊平会長
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稲山訓央会員

①私のノコギリ演奏の CDを発売いたしました。よろしかったらお願いします。
②長崎みなと RCでメ－キャップしました。

ニコニコＢＯＸ
¥14,000- 本年度 ¥132,000- 残高 ¥4,899,914
野城会長：山崎知恵様、本日は宜しくお願いします。川君、アメリカを一年

間、楽しんで下さい。上杉幹事：山崎知恵様、お話楽しみにしています。宜

しくお願いします。川拓真さん、頑張って下さい。 炭谷会員：山崎様、今

夜はご苦労様です。川君、一年間のアメリカスティ、エンジョイして下さい。 宮永会員：山崎様、

本日はようこそ。 吉田会員：健康診断と同じく、年一回位、メンタル・トレーナーも受けたいです

ね。 野城会長・北山会員・木場会員・金会員・西村会員・武藤会員：稲山さんのＣＤを買わせてい

ただきました。

講話の時間
『 こころの棚卸し 』 ファミリーカウンセラー 山崎 知恵 様

紹介 吉田昭生会員

プロフィール：

民間企業での事務職、専業主婦を経てハローワークに勤務。求人窓口にて事業主

の雇用相談に従事する。キャリアカウンセラーの資格取得後、職業訓練校、４ヶ

所のハローワークにてキャリアカウンセリングに活躍するかたわら、経営者の会や各交流会

に参加し、経営者や役員、専門職の方々の相談支援を行う。

相談者の悩みの多くは人間関係や家庭に起因する事に問題意識を持ち、平成２３年に、

岡野あつ子離婚カウンセラー養成講座にてカウンセラー資格を取得。より幅広い相談に応じ、

多くの人たちのサポートに尽力する。

現在は独立し、「ファミリーカウンセラー」として支援活動を展開。相談者が自分自身を冷

静に見つめ『最善の方法』や『進むべき道』を選択し解決策を発見できるようアドバイスす

る専門家として活躍している。

【保有資格・所属学会】キャリアカウンセラー・離婚カウンセラー・日本産業カウンセリング学会会員

３Ｃ－ＩＮＧ

住所： 金沢市高柳町５－２４－１７ 電話：０９０－６２７６－３０３６ Mail : chieringring@gmail.com

講話要旨： この度、百万石ロータリークラブで貴重なお時間を頂き卓話させて頂きましたことに感謝いたし

ます。さて私は、昨年の３月までハローワークでキャリアカウンセラーとして働いていました。これまで出会っ

た相談者さまからは、新たな気づきやたくさんの教えを頂き、こうして成長させて頂けたことに、感謝の気持ち

でいっぱいです。未熟ものですが、皆様のご支援を頂き“３Ｃ－ＩＮＧ”（事業所名）を立ち上げ、現在はメンタ

ルトレーナーとして取り組んでいます。

人々を取り巻く環境に、目を向ける事が『気づき』として大切なのですが、

その例として、マリリンモンローの教訓・世界を大型客船で旅行中の女優の

日記など５感を使った『気づ

き』を説明させていただきま

した。

また、もう一つは『築き』と

して、自分の思いや価値観で

相手を図ることが原因で、深

い溝が生じ問題が発生するた

め、そうならないためにもお互いの役割や立場また異性の違いな

ど理解を深め人間関係を築くことも大切であるのです。

３Ｃ－ＩＮＧでは、頭で理解できても、気持ちや思いがついてい

けない人には、心の声を聴くメンタルサポートを中心としたカウ

ンセリングを重視し、状態状況に応じてサポートしています。

いつでもご相談に伺いますのでお気軽にお問合わせ下さい。

（あとでご本人にまとめて抄録をいただきました。）

点 鐘
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委員会 便り
☆親睦委員会から 能登島で一泊しませんか？ 親睦委員会 二木 秀樹 宍戸 紀文

時下、益々ご清祥の段お慶び申し上げます。さて、新年度が始まり l ヶ月が経とうとしておりますが、下記の通り、

会員親睦会を企画いたしました。会員の皆様にふるってご参加頂きますようご案内申し上げます。

日時 平成 25 年 8 月 24 日(土)・25 日(日) 一泊ニ日

場 所 勝雄館 セ尾市能登島えのめ町 TEL 0767(84)1316 会費 10,500 円

集 合 平成 25 年 8 月 24 日(土) 午後 6 時 勝雄館 人 員 10 ～ 15 名程度 申し込み 〆切り 8 月 20 日(火)まで

返信先 FAX 076-262-2241 E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp
出席者 会 員 名 ( ) ご家族お名前 ( )

郭じゅん さんから 8/9
藤間さん 最近はいかがお過ごしでしょうか。今週

は一気に気温が上がり、厳しいお盆休みになりそうで

しょう。報告したいことが二つあります。

一つ目は今週富士山に行ってきました。頂上に行く道

は決してスムーズではなかったが、頂上に着いた後に

見た景色にどっぷりと感動しました。

二つ目は今年の夏休み中に帰国せず学校の推薦で NTT
Communications 中国企画部で一ヶ月のインターンシ

ップに参加する予定です。日本社会を理解するために

様々な角度から体験しているのです。

ロータリーの皆さんとの再会は本当に楽しみにしてい

ます。もし東京にいらしたら、ぜひ連絡してください。

最後に、登山時に撮った写真を見て少しでも皆さんに元気づければと思って添付ファ

イルに入れました。もし会報とかで使いそうであれば、ぜひご活用ください。

東京大学公共政策大学院経済政策コース Master Candidate, Graduate School of Public Policy, University of Tokyo
郭じゅん

★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １６１号 ★ 2013 年 8 月 9 日発行
《今月のピックアップ記事》

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

２．来春採用の奨学生募集がスタート

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2014 年 4 月採用の新規奨学生募集が始まります。地区米山奨学委員会からの報告により決定した指定校は全国で

531 校（前年度 500 校）、指定校からの被推薦者数は 1,543 人（前年度 1,490 人）で、

この中から新規採用奨学生約 500 人が選ばれます。

地区奨励奨学金（大学・大学院以外の教育機関を対象とするプログラム）を導入した地区は、過去最多の 7 地区 13
校。また、指定校に対し、全国共通の応募資格に加えて、地区独自の要望を提示したのは 34 地区中 29 地区でし

た。要望は「国籍が偏らないよう配慮を」が最も多く、日本語運用能力や応募者の学年についての要望などが続

きます。

募集要項・申込書は 8 月中旬、指定校宛てにメールで送付予定です。また、当会ホームページからもダウンロー

ドできます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３．ネパール米山学友会創立総会のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今秋ネパールに 5 番目の海外米山学友会が誕生します。記念すべき創立総会は 10 月 19 日（土）17 時から、首都

カトマンズ市内のホテル・デル・アンナプルナにて開催されます。学友会の設立によって母国ネパールと日本と

の関係がより強くなることを願い、在日学友のギリ・ラムさん（1998-2000 ／室蘭ＲＣ／東京米山友愛ＲＣ会員）

やマノハル・ラル・シュレスタさん（2001-02 ／大阪大淀ＲＣ）らも、現地の学友たちと力を合わせて、準備を進

めています。

「ロータリアンの参加も大歓迎！」とのことで、日本から参加する方の宿泊ホテル、カトマンズの見所やベスト

シーズンを迎えるヒマラヤへの観光、空港～ホテル間の送迎なども、学友が窓口となって手配可能です。現地ロ

ータリークラブとの交流も企画中とのことですので、ネパールの学友やクラブと交流を深めたい方はぜひご参加

ください。参加希望者は 9 月 30 日までに、ギリ・ラムさん（rgnejp@gmail.com）まで。羽田発ツアーあり。ツア

ーの申込みは 9 月 12 日締切。 関空出発の方は、マノハル・ラル・シュレスタさん
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（manoharshresthajp1@gmail.com）までご連絡ください。
その他の記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight161_pdf.pdf

米山記念奨学会への要 望 書

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事長 板橋 敏雄 殿

2610地区ガバナー（2013-2014）湯浅 外志男 米山記念奨学会理事 津田 達雄

米山記念奨学会評議員 中川 可能作 地区米山記念奨学会委員長 若野 恒彦

地区ラオス事業担当 パストガバナー 炭谷 亮一

拝啓 連日暑い日が続いていますが、板橋様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。

先日は地区の米山委員会の会議に米山本部事務局の栗原世承子様を遣わされ、大変率直な意見交換が出来、有

意義な会議となりました。心より感謝申し上げます。

さて、私ども２６１０地区では昨年の５月にラオスの首都ビエンチャン郊外、車で３０分のところにある、バ

ンカムセカンダリースクール（中・高一貫校）の学校の敷地内に、将来農業を志す生徒の職業訓練の為の農業支

援センターを建設・寄贈しました。昨年９月から当地区ロータリアン１名と日本人の若い農学部出身ボランティ

アの計２名が農業支援センターに泊まり込んで運営し、荒地の開墾、土壌改良、堆肥づくり、作づけそして生徒

達への農業指導及び日本語教育を行っています。

現在運営は非常にスムーズに行われており、他地区の教育関係者の訪問見学も多く、又ラオスの教育省として

は本ケースをモデルケースとして、将来的にラオス国内のすべての学校に職業訓練の為の農業支援センターを設

置したいと意欲的です。しかし指導者は皆無であり、そこでラオス教育省から我々に何とか日本で農業指導者を

育成していただけないかとの要請がありました。

ラオスの優秀な高校卒生を、当初は毎年１名ずつ現地採用し、石川県立農業大学（大学からは日本語の要件は必

要なく、学校長の推薦があれば入学させますとの確約をいただいています）に入学させ、初年度から卒業までの

４年間、一貫して米山記念奨学金の支給を受け、卒業後はラオス農業の指導者として活躍が期待出来、この事業

を１０年程度継続すれば、間違いなくラオス農業発展の一助になれると確信し、米山記念奨学金受給要件の緩和

を願い出る次第です。

何卒２６１０地区の要望に、ロータリー精神をもって前向きに御検討いただきますようお願い申し上げます。

敬具

平成２５年７月２９日

文責 炭谷 亮一

韓国でのホームステイが終わって お帰りなさい 南光州 RC金沢百万石 RC青少年交換事業

韓国青少年交換プログラム派遣学

生とご家族

上杉南月さん・米崎槙佑子さん

・吉田阿実さん

2013.8.9
小松空港にて


