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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 2 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

地区大会は 10/4 ～ 10/5
パストガバナーからの手紙 165 回

ジャーナリズムと「言論・表現の自由」 炭谷 亮一

昨年末に「眠れなくなるほど面白いヒトラーの真実」（日本文芸社）が

出版され、書店で本を手に取り、ペラペラとページをめくって拾い読みし

た。その内容はヒトラーとナチスはユダヤ人虐殺そして数々の非人道的行

為を多々行ったが、しかしドイツ国内では彼らは暴力的なやり方だけで民

衆を取り込み、制圧した訳ではない。例えば、休日には低所得者層が自動

車に乗ってピクニックに出掛けられる暮らしが必要だと説いて、アウトバ

ーンの建設と言う大公共事業を打ち立て、当時 700 万人もいた失業者を数

年間でほぼゼロにしている。そしてフォルクスワーゲンを開発して、一般

庶民でもマイカーが持てる暮らしを実現させた。教育改革して貧しい者に

も教育の機会を与えた。女性や子供支援の為の数々の施策を行った。タバ

コとがんの因果関係を指摘し、世界初となる禁煙キャンペーンを行

った。低所得者減税を行った。公衆テレビ電話や合成ゴムの開発等

を行う等して、ドイツ国民の生活の向上に貢献した。ほんの数年前

まで第一次大戦の敗戦とベルサイユ条約による賠償金の為、不況の

どん底にあったドイツ国民にとって、ナチスの政策はまるで魔法の

杖から繰り出される黄金やダイヤモンドの様にキラキラ輝いていた

のだろうと言う内容であった。

これらに対してイスラエル大使館、ドイツ大使館（常にイスラエル

が抗議した場合にお付き合いしないと、ホロコーストを本当に反省

しているのかとお叱りを受ける結果となる為）そしてドイツ日本研

究所は 1 月 21 日付の書面で販売中止を要請（おそらく金銭的保障
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2/13 藤間勘菊会員（職業奉仕）

2/20 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

理事役員会

2/27 穴倉玉日様（泉鏡花記念館学芸員）

3/6 交換留学生 Brianna さんお誕生会

3/13 張泓明様（小松東 RC 米山奨学生）

3/20 宮永会長エレクト PETS 報告 他

3/27 山出保様（金沢前市長）
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の約束があったと思われる）し、23 日同社は自主回収を決めた。ジェノサイド（虐殺）など楽しい話題ではないの

で取り上げたくないが、ユダヤ教の聖典である旧約聖書の「ヨシュア記」の中で、ユダヤ人は紀元前に神からパレ

スチナの地を与えられた。しかし既に先住民がいたが、イスラエル軍はジェノサイドに次ぐジェノサイドにより全

土を征服した。先住民を皆殺しにしたと正々堂々と書かれている。

さて、今から約 19 年前の 1995 年、雑誌『マルコポーロ』（文藝春秋）2 月号に、衝撃的な内容が掲載された。

見出しは、「戦後世界史上最大のタブー、ナチ、ガス室はなかった」

内科医西岡昌紀氏によるその記事は、「ドイツが罪のないユダヤ人を苦しめたことは明白な歴史的事実である」と

した上で、「アウシュビッツにも他のどの収容所にも処刑用ガス室など存在しなかったことを確信した。ナチス党政

権下のドイツがユダヤ人を絶滅しようとした、とする主張に根拠がない。ドイツの計画は、ユダヤ人の絶滅ではな

く、ロシアへの強制移住であった。ユダヤ人が大量死した真の理由は、ガス室による処刑ではなく、発疹チフスな

どによる病死であり、ガス室は、構造などから、ソ連もしくはポーランドが戦後捏造したものである」と言う

“自説”を展開する。

「ガス室はなかった」と言う断定的な見出しも話題となり、この記事は大きな話題となったが、それ以上に大き

なトラブルになった。

アメリカ合衆国のユダヤ人団体、イスラエル大使館、そしてドイツ大使館が文藝春秋社に抗議を開始。さらにユダ

ヤ人権組織サイモン・ウィーゼンタール・センター（SWC）が、内外の広告主ボイコットを呼びかけ、フィリップ

モリス、マイクロソフト、フォルクスワーゲンなどが広告出稿を拒否。結果、文藝春秋社は『マルコポーロ』の廃

刊を決定。当記事掲載について関与した責任者数人の解任を決定するに至ったのであった。

ジャーナリズムと歴史家、団体を巻き込んだ「マルコポーロ廃刊事件」だが、ここまで極端な処分を取ったのは、

雑誌『マルコポーロ』自体が当時すでに人気に翳りが見え始めていて、発行部数も減っていたからとの見方もある。

「ガス室はなかった」と言う断定記事は極端だが、総じてホロコーストへの疑義やわずかなナチス礼賛については、

ユダヤの団体によるセンシティブな反応が返ってきやすいのは確かな様だ。

1999 年 10 月、『週刊ポスト』（小学館）に掲載された「長銀『われらが血税 5 兆円』を食うユダヤ資本人脈つい

に掴んだ」についても、『マルコポーロ』事件同様、SWC の抗議が入り、『週刊ポスト』はインターネット上に謝罪

文を掲載することで、廃刊を免れた。

これらの事件は、我々に「言論・表現の自由」について考えるターニングポイントとなってほしいものである。ユ

ダヤ人団体の執拗でからめ手の「言論封鎖」に違和感を覚える。日本国憲法第 19 条「思想及び良心の自由」はこれ

をおかしてはならないとうたっている。日本のジャーナリズム（新聞、放送、雑誌・書籍出版）は毅然とした態度

で「言論・表現の自由」を守るべきである。経済的圧力に魂を売ってはならぬ。真実の報道に命の危険すらある一

部のたくましいロシア人ジャーナリストを見習うべきである。

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

点 鐘
国 歌 『 君が代 』

ロータリーソング『手に手つないで』

四つのテスト

会長 挨拶： ここ４日間程声が出な

い状態で大変聞きづらく申し訳なく思

っております。

本日は点鐘のみにしようと思ったので

すが少しお話しをさせていただきます。

雪の方も大変心配いたしましたが、金沢で 14~15cm と思ったより少なく、正直ホッとしている所です。と言います

のも、昨年は雪の為、各市町村では除雪費に大きな予算を取られ、我々の仕事にも大きな影響がありました。何件

かの物件が消えた訳です。今年は雪もこれ以上降らないようにと願っている所です。

又、北陸新幹線の融雪設備工事をめぐる談合事件が取り上げられていました。

発注元の「鉄道建設」が不調になれば、工事が遅れて開業に間に合わないとのことで、業者に予定価格を示唆した

のとことです。又、予定価格に対する落札額の比率を示す落札率が 90 ％超と高かったとのことですが、土木、建設

関係者の話によりますと、80 ％台だと完全に赤字になるそうです。

私自身は予定価格以内であれば何の問題もないはずなのに 90 ％台で落札するとすぐ談合の文字が出てきますが、大

変不思議でなりません。大変聞きづらい声をお聞きいただき、ありがとうございました。

ゲスト紹介 （卓話者） ハープ奏者 平尾 祐紀子 様

（新入会員候補） 金沢市立病院 院長 高田 重男 様 （国際青少年交換受入学生） Brianna さん

Brianna CARDINA さん お小遣い支給と挨拶： コンバンワ、フユヤ

スミハ トウキョウのギンザ ウエノニイキマシタ。オショウガツハオ

モシロカッタデス。アタラシイカゾク クラスハスキデス

ビジターのご紹介 なし

第 730 回例会

ホテル日航 3F
2/6(木) 19:00

例会出席率 21/36 58.33 ％

1 月修正出席率 66.47%
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今月の誕生者の紹介： 2/15 宮永 満祐美 会員 /22 杵屋喜三以

満 会員 /24 土田 初子 会員 /25 江守 道子 会員

/28 宍戸 紀文 会員

《 食 事 》

幹事・委員会報告
上杉輝子幹事：3/24（月）の高崎ＲＣ６０周年記念例会

ですが、内輪でされるということで、今回案内はないとの

ことです。会報４ページに手紙を掲載していますのでご覧

ください。

若狭豊副会長：高田先生がクラブに入会される事になりました。先生は私
と大学が同期で循環器を専攻され、最も私と近いドクターです。
高田重男様：クラブに入らせていただく事になりました。よろしくお願い
いたします。ひきつづいて病院の管理をする事になっています。高血圧の
問題のお世話もいたします。クラブでは色々勉強したく思っております。
石丸幹夫会報委員長：お会いする度に入会をお願いしていましたが大歓迎

いたします。高田先生は私と同じ福井県の藤島高校出身です。

ニコニコＢＯＸ

¥7,000- 本年度 ¥494,100- 残高 ¥5,262,407
野城会長：平尾祐紀子様、本日の演奏楽しみにしております。高田重男様、先日もすばらしいお

話ありがとうございました。本日はようこそおいでいただきました。今後とも宜しくお願いしま

す。 上杉幹事：平尾様、ようこそ。ハープの演奏楽しみにしています。高田院長様、ブリアナ

さん、ようこそいらっしゃいませ。 江守巧・道子会員：平尾様、本日はよろしくお願いします。

高田重男様、お待ちしていました。今後ともよろしく。 魏会員：皆さん、こんばんは。平尾祐

紀子様の演奏を心より楽しみにしています。東海林会員：平尾様、ようこそ。演奏楽しみにして

います。 藤間会員：高田先生、ようこそ。お待ちいたしておりました。よろしくお願いいたし

ます。平尾様、ようこそ。

講話の時間

ハープ奏者 平尾 祐紀子 様

プロフィール：

金沢市出身。ハープを 11 歳より始める。愛知県立芸術大学音楽学部弦楽
器科ハープ専攻を経て、2011 年同大学院音楽研究科修士課程を修了。2011 年
より、オランダマーストリヒト音楽院留学。2013 年同大学の大学院修士課程デ
ィプロマを取得し、優秀な成績で卒業。

2007 年金沢市「フレッシュコンサート」2008 年 愛知県立芸

術大学定期演奏会にて演奏。

2008年 第 9回大阪国際音楽コンクールオーディションに合格し、金沢市アート
ホールにて演奏。2008年、大学在学中に第 41回愛知県立芸術大学定期演奏会にて演奏。
同年、第 9回大阪国際音楽コンクール弦楽器部門入選。

2009年 第 8回北陸新人登竜門にて井上道義氏指揮のオーケストラアンサンブル金
沢とハープコンチェルトで共演。2010 年 長久手フォレスト合奏団とハープ協奏曲を共

演。2008年より、Ritsuko & Yukiko Harp Duoを結成し、
翌年、県立音楽堂交流ホール

にて「ミニリサイタル午後の音楽

散歩」で演奏。2011 年、福本康之
氏率いる長久手フォレスト合奏団

にてハープコンチェルトを共演。

2013 年 7 月にオランダより帰国
し、11 月に自身初となるハープリ
サイタルを石川県立音楽堂にて行い、好評を得る。

同年、福井県音楽コンクール運営委員会賞受賞。これまで

に、オーケストラアンサンブル金沢をはじめ、外山雄三氏ひき

いるオーケストラアカデミカや、ヤマハ吹奏楽団など多くのオ

ーケストラで演奏。

これまでにハープを山本真美、稗島律子、篠﨑史子、渡邊

萬里、Ernestine Stoop、長澤真澄、Ellen Versneyの各氏に師事。

紹介：

宍戸紀文会員



- 4 -

室内楽を、福本康之、白石麗子の各氏に師事。日本ハープ協会会員。サウルハープ、アイリッシュハープ、グラン

ドハープを弾きこなし、ソロの他に、室内楽、オーケストラと幅広く演奏活動を行う。

演奏：

７演奏曲目 バッハ サラバンド グリンカ ノクターン ホリガー ヨハネスに

よるセクンツェア

シュポア 幻想曲 便利なハープのペダルの説明→

点 鐘

お知らせ

高崎ロータリークラブ 60 周年記念例会について 平成 26 年 1 月 31 日

金沢百万石ロータリークラブ 会長 野城 勲様

拝啓 時下、益々ご清栄のこととご拝察申し上げます。また、日頃から高崎ロータリークラブ活動に、ご高配を賜

り厚く御礼を申し上げます。さて、貴事務局、村木様より、当事務局にお問合せ頂きました当クラプの創立 60 周年

記念例会（3 月 24 日)につきまして、ご連絡申し上げます。55 周年時に、従来の他クラプの皆様を大勢お招きして

での記念式典形式ではなく、内輪での記念例会にて開催致しましたところ、好評でございました。そこで、60 周年

につきましても、年度当初より同様の記念例会を目標に各種準備を会員一丸となって進めているところでございま

す。このような事情でございますので、今回は、お声掛けは致しませんが、温かいご理解を賜りますよう宜しくお

願い申し上げますと共に、お気遣い頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。また、来年には新幹線も開通される

かと思いますので、大分便利になるかと存じます。今後ともご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具 高崎ロータリークラブ会長 富澤謙吉

北山吉明前会長らチャリティコンサート
3/19 金沢アートホールにて

東日本震災復興支援です。金沢百万石クラブ後援にな

っています。 御協力を。

理事会について
日時:2 月 20 日(木)例会後

場 所 : ホテル日航金沢 5F 「 松・竹 」

議 件 :
1. 地区ロータリー財団補助金申請について(ラオス)

2．候補者推薦について

(ロータリアン配偶者/パートナー奉仕功労賞・意義ある業績賞)

3．東北大震災復興支援チャリティコンサート「花は咲く」後援の件

4. その他

「交換留学生 Brianna さん 誕生会」

金沢百万石□―タリークラフ交換留学生カウンセラー東海林 也令子

奉仕プロジェクト委員会国際奉仕 川 きみよ

例会のご案内

さて、3 月 9 日は交換留学生の Brianna さんのお誕生日です。そこで 3 月 6 日の例会は Brianna さんのお誕生会とい

たします。Brianna さんのお友達や 4 月よリホームスティ先となる村井様ご家族もお招きし、Brianna さんを囲んで

楽しく過ごす会としたいと思います。多くの会員でお祝いしましょう。

なお、クラフでプレゼント・お花・ケーキは用意いたしますが、その他のプレゼントも歓迎いたします。

又、食数の把握をいたした<、ご出欠をお知らせ<ださい。

2014 年 3 月 6 日(木)19:00 ～ 20:00 ホテル日航金沢 5F 「オーキッド」※食事は例会時の洋食となります。

〆 切 2 月 27 日(木)。


