
- 1 -

Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 4 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
点 鐘

ロータリーソング 『 我等の生業 』

四つのテスト

会長 挨拶： 新緑が深まり、きれいな花も沢山咲いていて、

とても良い時季になりました。私の家の横

に杉本理照華道の畑があり、畑一面が杜若

(かきつばた)と菖蒲(しょうぶ)で今、大変

きれいです。

「あやめ」と「しょうぶ」と「かきつばた」

の違いは、なかなか見分けにくいのですが、以前聞い たのは水辺で咲いているのが「かきつばた」

か「しょうぶ」で、「あやめ」ではない。乾いた畑で 咲いているのが「あやめ」か「しょうぶ」

で、「かきつばた」ではない。

また、背丈は一番低いのが「あやめ」で約 30 ～ 60 ㎝、「かきつば

た」が中間で 50 ～ 70 ㎝、「しょうぶ」が一番高く 80 ～ 1 ｍで、こ

れが目安になるようです。

漢字で書くと菖蒲（あやめ）と菖蒲（しょうぶ）は同じ漢字を書く

ので花も区別が出来ないのでしょうかね。

今日の新聞に金沢駅百番街の 2 館が 7 月 17 日に「あんと」として

新装開業するそうです。「あんと」は“ありがとう”を意味する金

沢の方言で「あんやと」だそうです。

コンセプトは格子や石畳で飾り、金沢の街を散策しているような雰

囲気を味わってもらうようになるようです。まだ 2 ヶ月弱先ですが、

オープンが非常に楽しみであります。それから、以前用紙の値上が
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第 744 回例会

ホテル日航 5F
5/22 木) 19:00

例会出席率 20/37 54.05 ％

3 月の平均出席率は、69.50 ％

武藤清秀 SAA

クラブ例会予定 2013-2014 年度

5/22 松多伸悟 様（（株）アトラス代表取締役）

5/25 地区協議会（富山県高岡文化ホール）

5/29 休会

6/5 若野恒彦様（地区Ｒ米山記念奨学会 委員長）

6/12 東田陽博 様（金沢大学 子どものこころ

の発達研究センター 特任教授） 理事役員会

6/19 後藤徹 様（金沢美大視覚デザイン教授）

6/26 慰労会・新入会員歓迎会
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りのお話をいたしましたが、今また再値上げの話が出て来ました。対象はコピー用紙とティッシュで 10 月出荷分か

ら 6 ％以上予定です。今迄安かった海外品は 5 月末から 5 ％～ 10 ％程高くなるようです。

ゲストの紹介 （卓話者）株式会社 アトラス 代表取締役 松多 伸悟様

ビジターの紹介 グラント・リンゼイ氏 Grant Lindsay（ダンディロータリークラブ The Rotary Club of Dundee）

グラント・リンゼイ氏挨拶：（ご挨拶の抄訳） 私は、スコットランドのダンディロ

ータリークラブの会員です。このクラブは１００人余りの会員が活動

している大きなクラブで、９０年以上の歴史があります。（ゴルフの

全英オープンで）有名なセント・アンドリュース・リンクの近くです。

日本には妻と一緒に訪れました。京都に 1 週間滞在し、それから金

沢で 4 日間過ごし、今日が最後の日で、明日金沢を発ちます。皆さん

と素晴らしい時間を過ごせることと、暖かいおもてなしに感謝いたし

ます。

（付け加えて） 私の町には、日本の建築家隈健吾（くまけんご）が設計したビクトリア・アンド・アルバート博

物館があります。

（※完成は２０１６年予定）

（雑談より）スコッチ・ウィスキーの本場にいらっしゃるので、いつもウィスキーを飲んでいるのかお聞きしたと

ころ、意外にもウィスキーは好きではなく、ビールを飲んでいるとのこと。因みに、日本酒はお好きだそうです。

（武藤清秀 SAA 提供）

《 食 事 》

幹事報告/委員会報告
上杉輝子幹事： ①来週 5/29 の例会は休会です。② 6/6 の会場は、４Ｆ鶴の間Ｂです。交換留学生のブ

リアナさんが 6/21 に帰国されますので、6 日が最後の例会となります。その日は北国新聞社の方も取材

に来られる予定です。

宮永満祐美次期会長：6/5 は事務局の村木早苗さんの最終例会にもなります。また前日の 6/4
（水）昼は事務局歓送会をしますが出席者は現会長幹事と次期会長幹事 石丸幹夫、藤間

勘菊、武藤清秀、金沂秀、東海林也令子----等の皆様ですが、明日、再度確認いたします。

谷伊津子社会奉仕委員長：今年度の追加としまして国旗掲揚、5/30 のゴミ 0 の日等何か行動して下さい。

どのような形でも結構です。結果をお伺いしたく思っています。

ニコニコＢＯＸ ￥ 9000- 本年度 ￥ 592,100- 残高 5,360,814-
松多様：本日は卓話に呼んでいただきましてありがとうございます。ミャンマーの話をうまく話せた

かわかりませんが、ぜひ一度ミャンマーに足をはこんでみてください。また何かあればぜひご相談く

ださい。 野城会長：松多伸悟様、本日のお話楽しみにしております。宜しくお願いいたします。ス

コットランドよりおこしいただきました「グラント」様、ようこそ我がＲＣへ。 上杉幹事：みどり

が雨にうたれて、きれいに葉っぱがいきいきしています。松多様ようこそ。本日はお話楽しみにして

います。 魏会員：皆さんこんばんは。松多社長のお話を楽しみにしています。

講話の時間 「最近のミャンマー事情」
株式会社 アトラス 代表取締役 松多 伸悟様

プロフィール：

石川県白山市在住

株式会社アトラス 代表取締役社長 所在地 石川県小松市長崎町２－１０７

所属団体 公益社団法人 石川県療術師会 理事 副会長 予防食協会 理事

小松ロータリークラブ会員 石川県中小企業家同友会南加賀支部副支部長 石川・ミャンマ

ー友好協会事務局長

～略歴(概要)～

昭和４１年１月２６日 白山市美川町生まれ

昭和６３年 金沢経済大学 (現金沢星稜大学) 経済学部卒

昭和６３年 トヨタビスタ石川㈱ 入社

平成 ３年 ㈱加州 入社

平成 ６年 ㈱加州 常務取締役

平成 ９年 ㈲アトラス 設立 代表取締役就任
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平成１２年 整体師の認定を取得

平成１８年 １１月 ㈱アトラスに改組 代表取締役として現在に至る

平成１９年 野々市町御経塚にてアプサライをオープン

平成２４年 金沢市四十万にアプサライジュースバー＆カフェをオープン

海外事業関係

平成 7 年 SHWE INLAY Co., Ltd (ミャンマー)をミャンマー人と合弁で現地企業として設立する。

(ABC TAXI and TOUR) 事業を行う 現在保有台数 100 台

９年 (ABC Country PUB) オープンする。

１１年 (ABC SUNRAIZE PRESS) 設立する。香取線香のパッケージを主に制作。

１２年 (ABC POLY CLINC) オープン

平成 １６年 上海阿特拉斯食品有限公司 (中国上海市) 合弁で現地企業として設立する。

２０年 (ABC PARTS) 設立する。

２４年 ミャンマーにて農業事業を始める。

講話抄録： ミャンマーという国は沢山の民族があり、大体大きく分けると 8 民族などに分けられる。

その中で最も沢山いるのがビルマ族です。人口は約 6700 万人で国土は日本の約倍あります。

ヤンゴンの市内にはシュエダゴンパコダといわれる寺院があり、その中にはお釈迦様の食器や髪の毛が保管されて

いるといわれています。その為、近隣の国の仏教徒が沢山参拝にきます。ここ２年前から軍事政権が政治を大きく

転換し民主化のスピードが加速しています。

現に２年前ヤンゴン市内中心地の土地の価格が 1 億 4 千万円から現在は 6 億円

と、とてつもなく高騰しています。また、業種においても今まではすべて許認

可制でしたが、最近は誰でもいろいろな業種を仕事として出来るようになって

来ています。現在は日本の JICA がヤンゴンの都市計画を受注して行っています。

そのためヤンゴン市内から 1 時間くらいの所に新しい外国人用の居住区や街を

作っています。

また、ティラワという港を国際港として開発しその近郊に日本企業の工業団地

を区画整理中です。あと、二年くらいすると日本企業が沢山進出してくるので

はないかと思います。

その為にミャンマー人が日本語を習う

人たちが増えてきています。

現在はまだまだ、日本企業は調査段階

がほとんどで実際に進出しているのは

まだまだ少ないようです。今後、ます

ますミャンマーは日本にとって中国か

らの移転場所として注目を浴びていく

のではないかと思います。

点 鐘
パストガバナーからの手紙 178 回 炭谷 亮一

大学の起源

中世のヨーロッパの人々は骨の髄までローマ・カソリック教会に支配されていた。キリスト教は民衆の生活のあ

らゆる場面に食い込んでいた。文字を読めるのはほぼ聖職者だけだったので、民衆は聖職者から教えを聞き、それ

に従った。教会は「知」を独占し、更には人々の精神までも支配していた。

そこに風穴を開けたのは十字軍に伴う地中海交易である。遠方との交易は神のいない世界への大冒険でもあった。

船は頻繁に難破し、海賊にも襲われた。商人らは神の加護を祈りつつも、自らの能力に懸けざるを得なかった。彼

らの進取の気風と冒険心と経験が、自らの精神を神から解放する素地をつくり出したのだった。そしてイスラム世

界やビザンチン帝国に残っていた人間中心文化（古代ギリシヤ・ローマ文化）の存在を知り、ローマ・カソリック

教会による精神的支配に疑問を抱く様になり、神にすべてを支配されるのではなく、一定の距離を置こうとした。

神から離れると中心となるのは人間である。教会による「知」の独占を排し、知的活動の中心となる場所を求めた。

それがヨーロッパ各地に誕生し始めていた大学である。

振り返れば古代ギリシヤ人やローマ人は我々が過去約 800 年間用いている「大学」を持っていなかった。彼らは

当時法律、修辞学、論理学、数学そして哲学の教育の多くは、現在でも凌駕し難いほど高度なものであり高等教育

を行っていたが、大学と言えるほど永続的な学問機関と言う形に組織されていなかった。現在の大学の原型となる

最初の大学がアテネやアレクサンドリア（古代の学問の中心地）ではなく、パリとボローニャに誕生した。もちろ

ん現在の大学と差異は大きい。初めの頃は図書館、実験室、大学自身の基本財産や建物を全然持っていなかった。

もちろん理事会、学校新聞、課外活動等、存在するはずがなかった。中世の大学は「有形の持物」を全然持ってい

なかった。17 世紀のフランスの法律家パキエは素晴らしい言葉を発している。“中世の大学は人びと（学生と教師）
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で作られている”と。初期の大学の教室は教会や公共の建物の一室であったり、野原であった。また書物などもほ

とんどなく、教師の頭脳から発する「知」を学生は自身の頭脳に吸収させた。実にシンプルな方法であった。

世界最初の大学の称号を与えるには憚られるが、しかしある意味でパリやボローニャ大学よりも古く、イタリア

南部のサレルノに全く独自的に存在した一つの大きな大学（ストゥディウム・ゲネラール）があった。それはサレ

ルノの医学校であった。11 世紀の中頃と言う早い時期にヨーロッパにおける最も有名な医学の中心であり、サレル

ノは人々から「ヒポクラテス都市」と呼ばれ、古代ギリシヤ人たちの医学の著作が解説され、解剖学や外科学の面

では発展さえしていた。そしてその後、繁栄は約 200 年間続いた。その間の教えはいまだに人気のある健康法の格

言「食後は一マイル散歩せよ」などに凝縮されている。しかしサレルノの医学校は後の医科大学や医学部に何んら

組織上の影響を及ぼさず、医学の歴史において重要であったとしても、大学制度の発達、成長には何んら影響を与

えることはなかった。

世界最初の世界最古の大学の称号はイタリアのボローニャ大学とフランスのパリ大学に授与されるべきである。

両校とも 11 世紀後半から 12 世紀にかけて創立（あの紫式部が源氏物語を書き終えた 50 年後位）と推定されている。

ボローニャ大学は当初ローマ法を講じるイルネリウスの講義を聴くため、ヨーロッパ各地から集まってきた学生が

組合（Universitas）を結成した。数百人の学生は家庭を遠く離れ保護者もなかったので、彼らはお互いの保護と援助

のため団結した。この団結に際し彼らはイタリアの諸都市において既に普通であった同業組合（ギルド）の例にな

らった。実際、大学（ユニバーシティー）と言う語は、宇宙（ユニバース）や学問の普遍性（ユニバーサリティー）

とは全然関係なく、学生や教師の同業組合（団体）と言った意味に限定された。当初ボローニャ大学の学生たちは

自分たちでお金を出し合って教授を雇い、学則に教授は一日たりとも許可なしに休講してはならないとか、講義で 5
人以上学生が集まらない程、つまらない講義の場合には罰金を払う義務を負わされており、学生たち優位の大学で

あった。ボローニャ大学は現在でも哲学と医学は世界的に有名である。

パリ大学の起源としてノートルダムの司教座聖堂神学校は 12 世紀の初頭までには、学問はもはや修道院専有のも

のではなくなっており、一般学生も参加して学問の最も活発な中心になっていた。パリのノートルダムの学校はパ

リの持つ地理的有利さと、新しいフランス王国の首都としての政治的な強み、そしてフランスの哲学者、神学者ア

ベラールと言う偉大な教師の出現も影響している。彼は学生にしつこい問いかけをし、肩書のある権威にあまり敬

意を払わない。才気縦横の若き過激論者はパリであろうと荒野であろうと、彼の教えるところではどこでも多数の

学生を引き寄せた。彼がパリに定住した結果、パリ大学の発生に重要な役割を果たした。そしてパリ大学ではボロ

ーニャ大学とは逆で、教師たちが組織した同業組合である団体が大学（ユニバーシティー）と呼ばれる様になった。

現在でも北ヨーロッパの大学では教師たちの力は強く、講義中に学生とアメリカの様に対等にディスカッションす

ることはあり得ず、教師は学生たちに対して絶対者である。

以上、世界最初のそして最古の大学であるボローニャ大学、パリ大学そして現在の世界中の大学（オックスフォ

ード・ハーバード・東京大学等）いずれも大学（ユニバーシティー）とは学問のための教師と学生の組合と言う意

味である。ボローニャとパリ大学、この二つの原型は大学としての「オリジナル」であり、ボローニャ大学は学生

の大学、パリ大学は教師の大学の模範となった。以来今日まで以後の大学は全てこの二つのタイプのいずれかを、

多かれ少なかれ模倣したものである。

ローマ・カソリック教会から知の独占を奪い取った大学は、14 世紀に始まったルネサンス運動の遠因となった。

そして中世の終わりにはヨーロッパには何んと 80 以上の大学が設立されることとなった。

2014 － 15 年度のための地区研修協議会 2014.5.25 高岡市文化ホール

2014-2015 年度 RI テーマ：Light Up Rotary ロータリーに輝きを

1.開催日時 平成 26 年 5 月 25 日(日) 13:00 ～ 17:10
2.開催場所 富山県高岡文化ホール

富山県高岡市中川園町 13-l
TEL 0766-25-4141
3.出席対象者 【次期クラブ会長会議】

ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、現・次期地区

財務委員長、現・次期地区監査委員長、次期クラブ会長

※オブザーバー:ガバナーノミニー、2015-16 年度〔地区幹事。地区財務委員

長〕

【全体会議】次期〔会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長〕

新会員(入会 3 年未満)、特別出席者

ガバナー湯浅外志男 ガバナーエレクト 永田 義邦

ホストクラブ/高岡万葉ロータリークラブ 会 長 稲谷 嘉則

実行委員長 岡本清右衛門
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『2013-14 年度 慰労会(例会)』と『新入会員の歓迎会』のご案内
今年度野城会長・上杉幹事をはじめ役員の方々の慰労会と今年度入会頂いた宍戸会員、稲山会員、高田会員の歓迎

会を下記の通り企画しました。多数ご出席いただきますようご案内申し上げます。ご家族の参加も歓迎いたします。

記：日 時 2014 年 6 月 26 日(木) 19 時 00 分より 場 所 ジャルダン ポール・ボキューズ

申込〆切 6 月 5 日(木) 金沢市広坂 21-1 しいのき迎賓館内(TEL:261-1161)
会 費 会員・ご家族 13, 000 円※参加人数によつては金額アップの場合もありますのでご了承下さい。

日本にとっての原発とは その２
次第に原発の位置づけがあからさまに変容しているように思うのは私の思い過ごしでしょうか？

初めは原子力の平和利用という服の下には何時でも作れる核兵器の鎧を着ていました。

今では核兵器を有り余るほど作れるプルトニュウムを手に入れています。

日本には既に核弾頭数千発を製造できるプルトニュームがあります。

今、北朝鮮の核開発を盛んに問題にしています。核兵器でなくてもミサイルを日本の原発に打ち込めばそれで核兵

器に匹敵する成果が得られ事足ります。

北朝鮮の核兵器は対日本用には不必要です。日本のマスコミはなぜ大騒ぎをして右傾化の手助けをするのでしょう

か？批判精神を無くした日本の多くのマスコミは政府の発表を垂れ流しているだけの存在になっています。マスコ

ミの垂れ流しを利用して日本の右傾化にほくそえんでいる存在とは…..。ＮＨＫも会長が替わって怪しくなってきま

した。朝ドラ「ごちそうさん」ではバカげた過去の戦争に対して批判精神たっぷりの内容でしたが、このような批

判を含んだ番組をいつまで続けることができるのでしょうか？贅沢は（素）敵だ！に（素）を入れたり。焼夷弾に

燃え盛る現場に居合わせた場合は逃げないで消火活動をしないと犯罪者になる防空法の存在を教えてくれました。

など風刺が効いていました。関係者の健闘に期待したいですが………。現安部政権は前回の失敗に学び、野に下っ

ていた間に、ナチスの宣伝方法をしっかり身に着けたように思います。杞憂でなければ良いのですが。この４月の

番組編成で辛口批評家の方々の降板が続いています。

話をもどします。お庭はうんちだらけのベルサイユ宮殿に住んでいた貴族たちとどこか似ているのが日本の姿で

す。しかし、そのうんちは処理方法のない核廃棄物、次世代の遺伝子にどんな悪影響を与えるのか計り知れません。

村田祐一

永田 義邦

ガバナーエレクト

第 2 分科会での

近藤パストガバナー

第 2 分科会


