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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 10 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 157 回 炭谷 亮一

「三島由紀夫再考」

43 年前、すなわち 1970（昭和 45）年 11 月 25 日午後 1 時頃のことが鮮明に思い出される。当時私は 22 歳で午後 1
時からの大学の講義が始まって間もなく、講義に遅れた同級の女学生が、血相を変えて教室に飛び込んで来て、「隣

の市ヶ谷の自衛隊で三島由紀夫が自決した」と大声で我々に伝えた。教室内は騒然とし、私は隣席の親友に目配せ

し、市ヶ谷の現場に行こうと促し、「我々 2 名は三島由紀夫の市ヶ谷の自殺現場に行きます。本日の講義は欠席扱い

にして下さい。早退します。」と教授に伝えると、びっくりした様子で「うんうん」と頷くだけだったが、同級生の

中から「おい!!しっかり見てこい」とのエールと多数の拍手に送られて教室を後にした。

市ヶ谷駅へ向かう途中友人と「何んで三島は唐突に自殺したんだろう」と話し合った。市ヶ谷駅に着いた時には、

既に非常線が張られており、距離にしてわずか 100 ｍ位の所にある自衛隊駐屯地にはとても近付けそうになかった。

ヤジ馬、マスコミ関係者、それに右翼とおぼしき連中で正に身動きが取れず、デモにでも参加している様な状態で、

上空には数機のヘリコプターが飛んでおり、騒然とした雰囲気の中で、既に「故烈士三島由紀夫氏」の立て看板が

あり、私の「三島は本当に逝ってしまったんだなぁ」との言葉に友人は目を潤ませ、頷いていたのが印象に残って

いる。帰りは市ヶ谷の駅は封鎖され、飯田橋まで我々 2 人はお堀端を、無言でただ黙々と歩いて帰った。その時、

私自身三島の不可解な死に相当ショックを受け、ともかく残念だが三島のことは忘れよう。これからは「三島由紀

夫」を封印してしまおう。つまり今後三島作品は読まない、三島の芝居は見ない、三島自身についても一切考えな

い。そして友人達ともいかなる三島に関する討論にも加わらないと決意した。

当時の私は左翼思想に傾倒しており、三島の主張（思想）は私達、大多数の学生とは真逆であった。しかし、異

次元のとてもとても大きな存在との強い認識があった。今春「坂東玉三郎」がフランス政府からフランス芸術文化

勲章コマンドゥール章を授与されたとの報道があり、三島が十代の頃の玉三郎の舞台を見て、将来性を既に見抜い

ており、2 ～ 3 の当時の雑誌は玉三郎に関する三島の舞台評を掲載していた。私自身「坂東玉三郎の世界」を書く

為に、取材の必要性から三島に関するすべての封印を解いた次第だ。私はここで三島作品を評するつもりはない（も

ちろん力不足なせいもある）。長年封印して来た私自身にとっての「三島の不可解な死」の真相に迫ってみたいとの

願望が生まれて来た。
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今一度三島のライフワークを見てみると、その旺盛な執筆活動に驚かされる。小説は言うに及ばず、戯曲、文芸評

論、随筆、歌舞伎、文楽等、ジャンルの広さ、量と質に圧倒される。三島の 26 年間の執筆活動は航海に例えれば、
“順風満帆”そして立ち寄る港々では、賞賛と歓呼につつまれ、マスコミの寵児となり、人々に感動を与え続けた。

当初予定していたすべての航海のスケジュールを消化した三島は、自身の為だけの最後の戯曲を市ヶ谷の自衛隊で

演じきり、森田必勝と言う青年を道連れに最後の寄港地に向け、旅立っていった。

三島の 26 年間と言う創作活動は驚異的な長さである。他の有名作家と比べてみれば一目瞭然である。例えば明治
の文豪夏目漱石は処女作「吾輩は猫である」から数えて 11 年間、大正の文豪芥川龍之介は「羅生門」からでも自殺
するまでの 12 年間である。もちろん 26 年間も創作活動（ちなみに石原慎太郎は数年ではないか？）すれば、三島
と言えども才能は枯渇する。もちろん三島自身が一番良く知っており、もうこの世には生きる意思はなかったので

あろう。しかし才能が枯渇したからと言って人間皆死を選ぶものではない。ノーベル賞の受賞者の大半は自殺しな

くてはならないことになる。私は三島は何んらかの原因で自殺願望（志向）に陥ったと推論するものである。

三島は幼少時代から病弱で徴兵検査（誤診との説もあるが私は医師が見ただけで兵役に耐えられない体つきであ

ったろうと想像）にも落ちている。東大卒業後に大蔵省入省時の写真を見ると、運動神経の悪そうな貧弱な体つき

をしており、この貧弱さが名作「金閣寺」や「仮面の告白」を生んだ一因だと考えている。

さて三島は何を思ったのか、30 歳位からボデービルを始めた（強くたくましい男に憧れたのであろう）。数年後
には以前の貧弱な体から、見違える様な見事なボデービルダーの肉体へと変身を遂げている。三島のボデービルを

批判して、前述の慎太郎は“あんなボデービルダーの体なんて見せかけだけで、何んの役にも立たないものだ”と

発言していたのが思い出される。そして三島の私生活の深層をも知っていた様である。私は実はこのボデービルこ

そが、三島の自殺（自決）の大きな原因の 1つだと考えている。
ボデービルによってマッチョな肉体を手に入れるのには 3 つの必要事項がある。その 1 つ目はもちろん、日々の
ウェートトレーニング、2 つ目は筋肉をつくる為の栄養源となるサプリとしてのプロテインの摂取、そして 3 つ目
が巨大な筋肉を人工的につくるドーピング（ステロイドの一種の筋肉増強剤の摂取）。この 3 条件のもと三島は長年
の願望であった、強くたくましい男性的な肉体を手に入れた。三島の満足感、達成感、充実感、恍惚感はいかばか

りだったであろうか。貧弱からたくましい男への変身により、長年のコンプレックスを一瞬にして木っ端微塵に吹

き飛ばしてしまった思いだったろう。主治医のステロイドの長期連用による副作用の危険性の忠告に一切聞く耳を

持たず、たとえ突然死しようが寿命が縮もうが、この肉体は死ぬまで絶対に放さないと言う強い意志決定だったの

だろう。

私は三島にはドーピング開始後数年で副作用が出始めていたと見ている。肉体的副作用としてステロイドは目的

とする筋肉のみを肥大させるだけでなく、その器官、臓器をも肥大させる。眼球すら肥大させてしまう。若い頃の

三島の写真と比較して、眼球は大きくなって来ている様に思う。また精神的副作用として攻撃性の上昇、いらいら

感、うつ病、依存症等の発症、それ以外に妄想が強くなり、他人を信用できなくなるパラノイアの症状も報告され

ている。因果関係は必ずしも明確ではないが、自殺願望が強くなり、実際に自殺したり、半狂乱となり殺人に到っ

た例も報告されている。三島の 30 歳以降の特異な言動のすべてはドーピングの副作用のせいではないかと思われる
位に種々の副作用の症状がぴたり一致する。概略を述べれば、運動音痴が剣道、空手、ボクシングに取り組み、自

衛隊に 1ヶ月半体験入隊し、戦車にも F104戦闘機にも試乗している。写真集でヌードになったり、当時の左翼勢力
に対抗して民兵構想による「楯の会」を立ち上げている。マスコミからは時に「奇人・変人」扱いされることもあ

った。三島が生来持っていた「人生の自己による完結」と言う一種の自殺願望がドーピングによって更に増幅され、

「自決」をぽんと後押ししたり或いは引き金となったのであろう。むしろ両者は相乗効果さえあったのではないか

と思う。その結果、「自決せねばならぬ」との脅迫観念を持つに到ったのであろう。

以上いろいろ述べたが、43 年前の私にとっての「三島自決の不可解さ」は、ドーピングが一因であり、引き金と
なったと結論づけることによって、私てきには氷解した様に思う。私は三島の後半の作品の中で、自身の思い、願

望が一番色濃く反映されている小説「愛国」に注目している。事実三島

は制作、脚色、主演、演出すべて担当して映画化している。短編ながら

佳作である。もちろんラストシーンは「切腹」だった。今現在の政治状

況からすれば「三島」は少し早く生まれすぎたのかも、いや時代が後か

ら「三島」を追いかけていたとの表現の方が適切かも知れない。文中失

礼な表現があったかも知れません。しかし私は何んら「三島氏」を中傷

する気などさらさらなく、私なりに検証を試みただけです。11 月 25 日
は三島氏の 43 回忌に当たり、日本が生んだ不世出の偉大な作家と作品
に思いを寄せ、深く哀悼の意を表します。

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

点 鐘
ソング 『それでこそロータリー』

四つのテスト

魏賢任副会長挨拶： 野城会長さんお休みで

私が初めての点鐘です。大変プレッシャーを

感じています。本日は私の娘の卓話となって

います。これは JCJapanの少年少女国連大使という事業です。
この報告の為に大切な例会の時間をいただきました。さてこ

第 721 回例会
ホテル日航 3F

11/21（木）19:00
出席率 18/37 48.65％

8 月修正出席率 70:76%

クラブ例会予定 2013-2014 年度
11/21 魏百夏 様

11/28 未定

12/5 年次総会

12/12 藤弥昌宏様
（金沢青年会議所 2013 年度理事長）

12/19 年忘れ家族例会
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のところ、20 年来の建物が揺れる様な雷や風がよくあります。鰤おこし程度で終
われば良いのですが、まさに我々に対しての自然の祟りかも知れませんね。

ゲストのご紹介

（卓話）金沢市立長田中学校２年 魏百夏さん、

公益社団法人金沢青年会議所 2013年度副理事長 月輪 慶比古様

ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》 魏賢任副会長：いただきます。

幹事・委員会報告
上杉輝子幹事：12 月の例会は、５日が年次総会（次年度理事役員の発表）、１９日は年忘れ家族例会と
なっています。明日事務局より詳細をご案内しますので、ご出席よろしくお願いします。

金沂秀会員組織委員長：新会員候補の紹介を是非よろしくお願いいたします。

谷伊津子社会奉仕委員長： 最後のお願いです。現在、アンケート提出はまだ５名です。せめて○を付

けるだけでもお願いいたします。12/7 の委員会で発表いたします。社会奉仕はこれまでお金で解決する
事が多かったのですが、実行で奉仕の意識を高めることが大切であると思います。よろしくお願いいた

します。

宍戸紀文親睦委員： 魏賢任副会長より、 菜香楼招龍亭のハープ演奏を聴きながら忘年会のご

案内です。ゲストにはオランダより帰国されましたハープ奏者の平尾祐紀子様をお迎えし、素晴ら

しいハープの演奏を聴きながら招龍亭の冬のお料理を楽しんでいただきたいと思います。寒い冬の

夜を非日常的な一夜にお招きしたいと考えております。今回は大きなハープが入りますので 1 階で
の開催となりますので 60 名様限定とさせていただきます。どうぞお早目のお申込みをお願い申し
上げます。 またせっかくの機会でございますので、ご友人、知人の方で音楽に興味のある方がお

られましたら是非お誘いの合せのうえご参加下さいますようお願い申し上げます。12 月 2 日（月）までに参加の可
否をお知らせ下さいますよう、重ねてお願い申しあげます。 平成 25年 12月 4日（水） 18：30より（18：00受
付開始） 和風中華招龍亭 TEL．076－ 233・1563 魏賢任又は澤田まで

ニコニコＢＯＸ

¥27,000- 本年度 ¥300,000- 残高 ¥5,068,307
石丸会員：先週は 35 年皆出席でいただきました。元気でおれたのもロータリーのお陰だと思っています。今後とも
皆様、よろしくお願いいたします。（皆出席祝い金をニコ BOX にいただきました） 上杉幹事：魏百夏さん、よう

こそ。本日の卓話楽しみにしています。 魏会員：皆さん、こんばんは。今日は大切な卓話の時間を戴きまして、

娘が参加した日本青年会議所の事業報告に使わせていただき、ありがとうございます。月輪副理事長、宜しくお願

いします。（卓話謝礼もニコ BOX にいただきました） 木場会員：魏百夏さん、今日の卓話楽しみにしています。

月輪様、ようこそ。炭谷会員：魏百夏さん、少年少女国連大使、頑張って下さい。 村田会員：他用で例会出席で

きなくて失礼します。11 月 24 日（日）午後 2 時から「子どもと低線量被ばく」の講演会があります。放射能に関
して様々な情報が錯綜していますが、とても判り易い内容になっています。定員に余裕がありますので当日でも OK
です。詳しくはチラシを見て下さい。

講話の時間 「日本青年会議所少年少女国連大使事業について」

金沢市立長田中学校 ２年 魏 百夏さん、
公益社団法人金沢青年会議所 2013年度副理事長 月輪 慶比古 様

講話：「JCI Japan少年少女国連大使事業」基本情報
●事業実施期間 2013年 6月 8日～ 10月 6日
●事業計画の目的 国際社会の現状に対して問題意識を持ち、

将来にわたって国際協力に貢献できる人材を 育成するととも

に、地域での国際協力の意識を喚起し、国際協力活動を推進

すること。

事業内容 事前研修会：6 月 8 日～ 9 日 現地ＮＹ研修：7
月 22日～ 28日 事後研修会：8月 25日
啓もう活動：8月～ 10月 修了式：10月 6日

●事業対象者 中学 1年～ 3年の男女 20名（平成 25年 4月 1日現在）
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●事業の実施体制 公益社団法人日本青年会議所

●後援 外務省、ＪＩＣＡ、ＪＡＮＩＣ

●協賛 財団法人地球市民財団

UN MDG ｓとは 8 つの目標 ①極度の貧困と飢餓の撲滅 ②普遍的な初等教育の達成 ③ジェンダーの平等の推進と

女性の地位向上 ④幼児死亡率の引き下げ ⑤妊産婦の健康状態の改善 ⑥ HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の

蔓延防止 ⑦環境の持続可能性の確保 ⑧開発のためのグローバル・パートナーシップの構築

2015 年までが達成期限 8 つの目標には、極度の貧困を半減させることから HIV/エイズの蔓延を食い止めること、

さらには初等教育を完全に普及することまで、さまざまな目標があります。 そして、そのすべては 2015 年を達成

期限としています。

大使の使命: 私は金沢青年会議所から推薦された大使として、このプログラムを通して学んだことを、1 人でも多く

の人に伝えて、国際社会に貢献していくことを使命としてます。そして、国際社会でどんなことが問題になってい

るのか、その問題を解決するためにどんな取り組みがなされているのかについて学べればいいと思いました。

NY 研修報告

○主なスケジュール

7 月 22 日結団式、成田空港出発、ニューアーク空港到着ホームステイマッチング

23 日国連本部ツアー参加、グランドセントラルステーション見学、ジャパン・ソサエティ訪問、日本政府外

務省国連代表部訪問

24 日 UNICEF によるセミナー、国連基金 Nothing But Net team によるセミナー

25 日アメリカ人との子どもたちとのワークショップ

26 日 JCI グローバルパートナーシップサミット参加

27 日ニューアーク空港出発

28 日成田空港到着、解団式

開催場所：

ホームステイ 米国ニュージャージー州サミット地区 研修会場 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 国連基

金オフィス他

まず、私がこのプロジェクトに応募したのは、貧困について興味があって世界の現状を知るのにもいいチャンスだ

と思ったからです。実際ニューヨーク研修では、私が想像していた以上のことの体験ができ、知識も得る事が出来

ました。私は大使として、まずは家族や友達などの身近な人から伝えていき、学校などでも発表したり新聞などに

も作文とかを応募していきたいなと思っています。そして、一人でも多くの人に世界の現状を知ってもらい理解を

深めてもらいたいと思いました。

啓もう活動：8 月 9 日（金）10:15 〜金沢市長訪問(MRO 取材) 23 日 18: 00 〜 金沢市青年会議所主催の国際塾に

て 9 月 18 日 18:00 〜 金沢青年会議所 9 月例会にて報告 10 月 3 日（木） 17:00 〜 金沢百万石ロータリー

にて報告 未定 学年集会 新聞に作文を投稿 （田原 百夏） 点 鐘

7/23 グランドセントラルステーション 7/24 国連代表部でのプレゼン練習 7/25 アメリカの中高生との交流

上杉輝子幹事からの謝礼

魏副会長がニコボックスへ
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ガバナーノミニー（2016-17 ガバナー）候補
岡部 一輝（おかべ かずき）君（南砺 RC 職業分類 放送通信）

1942.9.14（昭和 17 年）生、 南砺市八塚 585 富山県福光中学校卒。

職歴：2005.6（株）エフエムとなみ設立 取締役、2006.6 となみ衛星通信テレビ（株）代表取締役社

長。 2008.8（株）オカベ会長。2012.6（株）TST テクノ代表取締役会長。2013.6 となみ衛星通信テレ

ビ（株）代表取締役会長。

ロータリー歴：1983.7 砺波南 RC（現 南砺）入会、1996.3 ポールハリス・フェロー、2001-01 砺波南 RC
（現 南砺）会長、2002-04 地区ローターアクト委員、2003.12 米山功労者、2008.4 マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー, 2013 ベネファクター、2012-13 富山第 4 分区ガバナー補佐。

『 年次総会 』を開催のご案内
会 長 野城 勲 会長エレクト 宮永満祐美

指名委員会において選出されました次年度の理事・役員を会員の皆様から承認を頂きたく、万障繰り合わせの上ご

出席頂きますようご案内申し上げます。

日 時 12 月 5 日(木)例会点鐘 19:00 年次総会 19:30 ～ 20:00
場 所 ホテル日航金沢 5F オーキッド ※食数の注文がありますので、出欠を 12 月 3 日午前中まで御連絡願います。

年次総会(12/5)出欠通知書 返信先 FAX 262-2241 E-mail khrcOquartzo ocno neo jp
会員名ご出席 ・ ご欠席

※ご欠席の場合でも、理事・役員への指名をさせて頂くこともあると思いますが、ご承諾下さいますようお願い致

します。

年忘れ例会のお知らせ
クラブ管理運営委員長 西村 邦雄 親睦委員長 二木 秀樹

毎年恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、

ご出席頂きますようご案内申し上げます。

日 時 12 月 19 日(木) 19:00 点鐘 (～ 21:30 頃) 場 所 ホテル日航金沢 3F「 ルミエール 」

会費 会 員 8,000 円 御同伴者(中学生以上) 6,000 円 子供(小学生以下) 3,000 円

〆 切 12 月 13 日(金)

※オークションヘの出品は、時間の関係上 一人一品限りとさせて頂きます。出品用紙を後日配布しますので、当日

添付の上ご持参下さい。

会員消息
谷伊津子会員：金沢福井県人会（谷伊津子会長）は 100 周年で記念植樹を 11/25 までに二カ所で行ひましたが、

会長らが石川県には鞍月セントラルパーク、金沢市には卯辰山公園の鈴見山緑地にソメイヨシノを３本づつ 合計

６本を植えました。


