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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 地区大会は 10/4 ～ 10/5

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）

ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）

多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
ロータリーソング

『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．宮永満祐美会長 挨拶 みなさん

おんあんあ （ｏ ｎ ａ ｎ ａ）

何か変ですね。これは、「こんばんは」を

母音よみしました。

実は、先週の金曜日 電話応対教育を担当している講師の

勉強会が東京でありました。その時に、劇団四季の俳優たちが小学生対象に行っている 「美しい日本語の話し方

教室」の授業を受けました。

日本語は母音をはっきり発音することが大切で、それを小学生に教えているということです。私たちも新入社員の

「おわよーす」「いらっさいせー」という発音を聞いて、はっきり話しましょう。と言ってます。

授業では、三人の俳優さんが演技をしながら、日本語を美しく話すことを教えてくれました。とても、たのしく分

かりやすく、私たちの仕事にも参考になりました。

驚いたのは、それが四季の社会貢献活動ということで、無報酬ということです。これは、ロータリーでいうところ

の職業奉仕ですよね。すばらしいと感心しました。そして、決意しました。今度はちゃんとお金を払って、四季の

舞台を見に行こう！！と

ゲストのご紹介 （卓話者）ヴァイオリニスト 坪倉 かなう 様 ホルン奏者 笠間芙美さんと尊父様

ビジターのご紹介 金沢 RC 白塚 重典（しらつか しげのり）様（日本銀行金沢支店支店長）

高岡 RC 地区大会副実行委員長 笹川 武（ささかわ たけし）様 藤澤 浩（ふじさわ ひろし）様

皆出席者顕彰 国際ロータリー第 2610 地区組織委嘱状の贈呈

谷伊津子

社会奉仕委員会委員長

ロータリーとふるさとを考え

る委員会委員

地区大会のご案内：高岡 RC 地区大会副実行委員長 笹川 武様

藤澤 浩様

10/４～ 5 は高岡 RC のホストで秋の風物の万葉集
4516 首が 3 昼夜朗読される古城公園内の市民会館でおこな
います。講演は第 1 日が前文化庁長官の近藤正一氏、第 2
日目が RI 会長だった田中作次氏です。懇親会は駅と公園
の途中にあるホテル高岡で行いないます。

１ヵ年 稲山 訓央会員 12 ヵ年 西村 邦雄会員

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0746 2014.7.17

．

第 749 回例会

ホテル日航 3F
7/10（木) 19:00

例会出席率 69.44%
宍戸紀文 SAA 3 月の平均出席率は、69.50 ％
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《 食 事 》

今月の誕生者の紹介 チャリティ予定ゲスト

幹事報告/委員会報告
井口千夏幹事：今日は坪倉かなうさんのすてきなバイオリンの例会です。また高岡

から地区大会の御案内をいただきました。ふるって参加いたしましょう。メイクア

ップのかたようこそいあらっしゃいました。 新しい事務局に三宅さんが本日から

こられました。よろしくお願いいたします。

事務局 三宅磨奈美（みやけまなみ）様：今日からお世話になります。よろしくお

願いいたします。

上杉輝子会計 親睦委員： お手元に韓国の青少年のお世話の経過計画がでております。今年は少

々人数がおおいので皆様にご協力をを頂かねばなりません。子供さんと同行頂ける方

は出席のお名前を、無理しないでよろしくご記入下さい。

谷伊津子地区社会奉仕委員長：地区大会の 10/4（土）AM10 ～ 12 に R 財団、世界社
会奉仕、社会奉仕の委員会が同時に集まって会議をする事になりました。百万石クラ

ブの社会奉仕委員長さんの村田祐一先生よろしくお願いいたします。また希望の風奨

学金には社会奉仕委員会が協力して 10/4 に募金いたします。東日本震災を受けられ
たかたに月額 5万円予定ですが返還はいりません。

北山吉明理事・社会奉仕委員：東日本チャリティコンサートです。8/3（日）午後 14:00 開演で
金沢市民芸術村・パーフォーミングスクエアです。出演はピアノは藤井明美さん、ホルンは笠間芙美

さん（本日出席） そして声楽は私です。チケットをよろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ ￥ 16,000- 本年度￥ 725,800- 残高￥ 5,494,514-
高岡 RC：万葉のふるさと高岡で皆様のお越しをお待ちしております。 宮永会長：坪倉か

なうさん今日はようこそ。いつも素敵な演奏をありがとうございます。 井口幹事：坪倉様本

日は楽しみにしています。高岡はロータリークラブの皆様、白塚支店長、本日はようこそ百万

石へ。 石丸会員：坪倉かなうさんようこそ。大変御活躍のようですね。頑張って下さい。

上杉会員：坪倉様 演奏楽しみにしています。笹川様 藤澤様ようこそいらっしゃいました。

三宅さん、事務局よろしくお願いします。 北山会員：かなうちゃんお久しぶりです。すっか

り立派になって。今日は素敵な音楽を楽しませて頂きます。 村田会員：新年度か始まりまし

た。今年度（宮永会長）もよろしくお願いします。 吉田会員：かなう様 久し振りの例会出

席ですね。バイオリン演奏と小話楽しみにしています。

講話の時間 バイオリン独奏
坪倉かなう 石川県金沢市出身。

2003 年北陸新人登竜門コンサート弦楽器部門オーディションにて最優秀賞受賞。岩城宏之指揮オーケ
ストラアンサンブル金沢と共演しデビュー。その後、広上淳一指揮同オーケストラ、岩城宏之指揮同オ

ーケストラと再共演。チェコスーク室内オーケストラと共演。オーケストラアンサンブル金沢メンバー

との室内楽、石川県立音楽堂主催水曜リサイタル、ラフォルジュルネ金沢、石川県立音楽堂コンサート

ホールランチタイムコンサート等に出演。2013 年ピアニスト宮谷理香氏のふるさと学校訪問「こころを
耕すボランティアコンサート」に同行、宮谷理香氏、ソプラノ歌手・竹多倫子氏と共演。これを機に音楽鑑賞教室

8日 村田祐一 会員 21日 金 沂秀 会員 ホルンの笠間芙美さん
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を積極的に行っている。

北陸放送ニュース「シリーズ昇 2004特集」、ラジオ「おいねどいね」ニュース「レオスタ」
等出演。高校卒業後、ドイツミュンヘンに渡り、R シュトラウス音楽院、ミュンヘン音楽
大学にて学ぶ。ミュンヘン市立博物館コンサート出演

や、エッティンゲン国際音楽祭などに参加。現在は金

沢を中心に演奏活動を行い、音楽教室を主宰するなど

後進の指導にもあたっている。

講演：「ヴァイオリン奏者として、そして、指導者と
して」

ミニコンサート

バッハ作曲 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティー

タ第３番よりガボット

イザイ作曲 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第４番よりアルマンド 点 鐘

ハイライトよねやま１７２ 2014.7.11
2610 地区元米山奨学委員長、林和夫さん（富山みらいＲＣ）が今年 6 月、
第 16 回米山功労者となりました。林さんは 2007 年から“500 円玉貯金”
を始め、毎年 10 万円を寄付してくださっています。“500 円玉貯金”によ
る寄付を始めたきっかけは、同じクラブの水口益克会員が例会で、「500
円玉貯金をして 1 年間分を米山に寄付している」とスピーチしたこと。

以来、買い物や外食の支払いでは 500 円玉でおつりをもらうよう意識し、
500 円玉が手に入るたびに貯金箱に入れています。
「地区米山委員長になる前は、大した関心もなく寄付をしていた。米山

に関わらなかったら、私にとってロー

タリアンであることは単なるステータ

スにすぎなかったかもしれない。表彰

対象の 10
万円を一度に捻出するのは大変だが、

どうやって 500 円玉で釣りをもらうか
知恵をしぼり、貯金箱の重さを楽しみ

ながら寄付している」と、米山奨学事

業への熱い思いを語ってくださいまし

た。

南光州 RCよりの 来金沢青少年名 7/23（水）～ 27（日）
南光州 RC 保護者会員名

金永模會員

韓国青少年受け入れスケジュール
7/23 10:55小松空港 ランチ 湯の国の森 夕食 テルメ金沢

7/24 9:00兼六園 21世紀美術館 ランチみずほ 金箔作だ 如来寺 例会

7/25 8:00立山 夕食 焼き鳥秋吉

7/26 9:00日舞体験 ランチすしくいねえ 博物館コスモアイル羽咋 夕食んまいや 犀川北国花火 20:00
7/27 帰国見送り 10:30小松空港

水口益克会員と

2610 地区元米山奨学委員長の、
林和夫さん

総 務 会 長金永一会員
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ステイ先 男子 上杉家 金家 女子 炭谷家 鍬田家

金玄英さん来られず 金ジュヒョンさん 16才（金ソヨンさんの姉）になりました。

パストガバナーからの手紙 183回 炭谷 亮一

名著探訪その 8 「ブラック・アテナ」Ⅰ古代ギリシアの捏造 1785-1985
マーティン・バナール 著

1987 年に発刊した「ブラック・アテナ」はヨーロッパ・アメリカで古代ギリシャ関連の学者の中で、大論争を
引き起こした。ここ 250 年間、疑ってはならない歴史つまり「古代ギリシャ文明は白人のアーリア人が独自に築い
たもので、他の地域・民族の影響は受けていない」とする「アーリア・モデル」が存在した。それ以前は紀元前 1500
年頃にギリシャを植民地としたエジプト人とフェニキア人がギリシャ文明のもとをつくったとする「古代モデル」

が存在した。この大論争、今だに終束していない。

「ブラック・アテナ」の出版以来、アメリカでは従来通りに古代史を教えることが不可能になったと言われてお

り、本書の論証を読む限り、バナールの主張は極めて説得的であり、近代（ここ 250 年間位）の古代史解釈のパラ
ダイム、すなわち「アーリア・モデル」の転換が必要であることは間違いない様である。

ヨーロッパ各国は 17 世紀に入り、世界各地に植民地を獲得し、更には産業革命によりヨーロッパに近代文明・文
化が花開き、世界の中心に位置する地位を築いた。ヒトラーの台頭もあり「アーリア人種至上主義」が顕在化した。

白人の優位性を示す象徴として、古代ギリシャが選ばれた。白人至上主義者にとって「西欧文明」の本家本元、一

丁目一番地、つまり源流をなす古代ギリシャがイスラム国であるエジプトや中東諸国の支配下にあり、文明・文化

的に多大な影響を受けていたなどと言う学説など許されるものではなく、西欧近代史学は古代ギリシャ人は白人だ

とし、その文明が極めて高度で科学的に優れたものだとする論理を「捏造」したものであり、西欧文明の優位性を

主張するための偏見に満ちたものだとバナールは論じている。

「捏造」に辣腕をふるったドイツでは、義務教育の中で古代ギリシャ語を現在でも教えている（ドイツ人は筋金

入りの白人至上主義者に思えてならない!!）。ヨーロッパ文明のはじまりが黒人系のエジプト人とユダヤ系のフェニ
キア人の貢献によってなされたとするバナールの主張は白人至上主義者（意識しなくても自然に染みついた者も含

めて）に精神面で強烈なダメージを与え、黒人達の社会運動や活動意識に強烈なメッセージを与え、それが人種差

別論争に油をそそいだ。

現在では現存する古代ギリシャの建築遺物（彫刻）には新たな発見と検証が相次いでいる。ギリシャ彫刻の大半

は、以前は彩色されており 2000～ 3000年の間に退色したり、はげ落ちたり、近年は人種差別主義者により、洗浄、
表面の削除により白い彫刻へと変化した。あの有名なギリシャの「パルテノン神殿」も創建当時は彩色されており、

その頃エジプトでしか手に入らない青色（エジプシャン・ブルーと呼ばれている）が天井等に多量に使用されてお

り、絢爛豪華な姿であった様である（現在はシンプルな白い神殿）。

最後にバナールの主張を要約すると、彼がギリシャ文明（文化）の特徴は「純粋さ」にあるのではなく、「ハイブ

リッド性」にあると理解し、それを高く評価している点である。言い換えれば、バナールはギリシャ文明がエジプ

トとフェニキアと言う「先進」文明からの借り＝恩恵をもとに発達した混合文明だったと主張することによって、

文明の混合がもたらす豊かな実りと革新の重要性に注目している。彼の主張は「古代モデル」を全面的に肯定する

のではなく、「アーリア・モデル」の正しい部分だけを取り入れた「修正古代モデル」と名付けた説を主張している。

エジプト、フェニキア人によるギリシャ植民地化を紀元前 1500～ 2000年の間とし、それ以前の紀元前 3000年前後
に地方からの白人系人種の侵入があった。つまりギリシャ先住民は白人系であったが、その後の文明の主体はエジ

プト、フェニキア系にあったと言う主張だ。

「ブラック・アテナ」Ⅰ古代ギリシアの捏造 1785-1985
2007 年 5 月 15 日 初版 発行所 新評論 定価（6500円＋税） マーティン・バナール略歴 1937年ロンドン生
れ ケンブリッジ大卒コーネル大学東洋学 1984年教授

日本にとっての原発とは その７ 村田祐一
地元志賀原発の話をしましょう。

日本の法律では原子炉の真下を活断層が走っていると原発は作れません。しかし、その他の発電施設、冷却施設な

ど関連施設の下ではＯＫです。福島原発事故では冷却できなくてあの大惨事を招いたことは記憶に新しい。

アメリカの基準は厳しく近くに活断層があるだけで建設は許されません。志賀原発にも沖合を走っている活断層が
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ありますが日本では真下でなければ危険とはみなしていません。アメリカの原発は地震の多い西海岸から地震の少

ない東海岸に全て移されました。日本の原発は世界一優れている？ので日本列島中が地震の多発地帯ですが許され

ているのでしょう。志賀原発の原子炉と関連施設の下は断層だらけです。今それらの断層が活断層か否かを調べて

いるところです。原子力発電所が作られる前の地層は今は削られていてありません。冷却水の取入れが安く上がる

ようにと海面との高低差を少なくするために大幅に削り取られたためです。そのため現在は直接に検証できません。

周辺の地層から類推しているため判断を難しくしています。周辺には過去の地震で４－５メーターも動いた証拠と

して海岸線の崖にノッチが多く見られます。原発建設以前の航空写真でも谷が途中から大きく横に動いたはっきり

とした地殻変動が見られています。しかし活断層だとの判断は保留されています。先の能登沖地震では志賀原発以

外の場所で最大４０センチメートルの断層が起きています

が、４０センチメートルでも関連施設で段差が起きれば冷

却水などのパイプの破断が容易におきます。この能登沖地

震では志賀原発でもかなりの放射性物質の漏れがありまし

たが小さく報道されただけでした。福島の過酷災害は津波

によると言われていますが、時系列の福島原発の損傷の記

録が一部訂正されています。わずか数分の前後する事象の

書き換えで目立ちませんが、訂正前の時系列の損傷では地

震による損傷を強く疑われていました。書き換えられた後

に、津波が損傷の原因とされています。福島第一原発が安

全に解体される過程で調査される後世の検証に待たねばな

りません。この調査結果が機密保護法で隠されることがな

いように監視が必要です。

２０１４．７．１７．

クラブ例会予定 2014-2015 年度
7/10 坪倉 かなう様 ヴァイオリニスト

17 三邉 義雄 金沢大学医薬保健研究域

脳情報病態学 教授

24 小川 修 小川デザイン事務所 代表

31 休会

8 /7 ガバナー補佐訪問

14 休会

21 塩原信太郎 石川県赤十字血液センター所長

28 ガバナー公式訪問

9/ 4 チン・ショウ君

11 竹田理琴乃 ピアニスト

18 佐倉 有紀 佐倉薬局 代表

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

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 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 土田初子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報ホーム ページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

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 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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

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 古賀恵 三宅磨奈美

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 井口千夏


