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2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円 2017 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

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
国歌 『 君が代 』
ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

四つのテスト

宮永満祐美会長挨拶： 皆さんこん

ばんは 秋は 受賞のシーズ゛ンで

色々な方が受賞していらっしゃい

ます

テレビでは 高齢者の方が踏切に入ったのを止めた方も受賞したと放映されていました とても心が温かくなるエ

ピソードです さて、私たちのクラブでも これまで数々の賞を受賞なさった会員がいらっしゃいます 同じ会員

として とても誇らしく 光栄です また 今年木場会員が 金沢市文化活動賞を受賞なさいました おめでとう

ございます 木場会員は これまでクラブにも大変貢献していただきまして今回 自分のことのように 喜ばし

く感じます クラブからお花とプレゼントをお渡しします 上杉会員がコーディネートしてくれました

おめでとうございます これからもお元気でご活躍ください

ゲストのご紹介 （卓話者） (有)ハセガワ 代表取締役会長 長谷川 勇 様

ビジターのご紹介 金沢南ＲＣ 北村 直樹 様

記念品の贈呈 木場紀子会員の金沢市文化活動賞受賞を祝う

今月の誕生者の紹介

１日生まれ 水野 陽子 会員

４日生まれ 東海林 也令子 会員

７日生まれ 武藤 清秀 会員 ２

７日生まれ 炭谷 亮一 会員

皆出席者へバッジの贈呈（前年度顕彰）

１カ年 稲山 訓央 会員 １カ年 東海林 也令子 会員

１カ年 武藤 清秀 会員

《 食 事 》
幹事、委員会報告：

井口千夏幹事： ・金沢８ロータリー新年合同例会のご案内をいたします。 日時：２０１５年

１月８日（木）１８：３０～ 場所：ホテル日航金沢 ４階「鶴の間」 後日文書にて出欠を

お伺いします。

委員会報告：武藤親睦委員より

・11/20（木）例会終了後、「もみじ会（親睦会）」を企画いたしましたので、これから回覧する出

欠表に記入をお願いします。 なお、場所・会費等は出席人数によって決定しますので、決まり次

第お知らせします。また、アルコールを飲まれる方は自家用車の運転をご遠慮ください。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0759 2014.11.13

．

第 762 回

ホテル日航５ F
11/6（木) 19:00~21.00

例会出席率 19/36 52.77 ％

９月の平均出席率は67.44％宍戸紀文 SAA
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ニコニコＢＯＸ ￥ 6,000- 本年度 ￥ 222,002- 残高￥ 5,668,947-

宮永会長：長谷川先生、本日はよろしくお願いします。

木場さん、おめでとうございます。

井口幹事：長谷川様、本日はようこそ百万石へ。卓話よろしくお願いします。

上杉会員：朝夕すっかり冷え込み冬の匂いがして参りました。長谷川様ようこそ。

木場さん受賞おめでとうございます。

木場会員：今ほどは素敵な花束をいただき有難うございました。

講話の時間 『 トライアスロン 』

(有)ハセガワ 代表取締役会長 美容業 長谷川 勇様

紹介：トライアイスロン 25 回出場 石川県最年長者で、 エヤブラシ画家で

もあり、道徳 倫理 先人達の言葉を未来へ 孔子言行 盛和塾に入り、三

年前に稲盛和夫氏と中国の重慶を訪問されました。

講話： 74 才になりました。趣味はトライアイスロン、ゴルフ、エアーブラシですが 奉

仕活動としては 少年補導員や交番連絡協議会の仕事しています。トライアイスロンは 365
日トレーニングです。自転車、水泳、ランニンをつづけないと筋肉がおとろえます。

子供の頃から 貧しくて、米軍列車が入ると野菜を持って行き、チョコレート等交換し

ました。また生きるには体を鍛えることと思い七年前まで空手もしました。水泳もして息

継ぎをすればどれだけでもおよげました。５８才になってハワイのトライアイスロン大会に申し込みました。海の

近くのホテルが良いだろうと思いきめましたが、エレベーターがなく、おど

ろきました。 ハワイの道路は右側通行で高速道路も右側を自転車で走りまし

たが、車が 150kim で横を走っていて大変でした。 コースはわかりにくく U
ターン場所もわかりづらく、間違ってしまいました。海は波も高く、風も強

く海兵隊のトレ－ニングコースでもありました。 其の終点もわかりづらかっ

たです。

美容業の方は、13,000 円持って東京へ行き、住み込みで、本店に入る事が

出来、銀座のお店へ行く事になり、新橋の芸者さんも来たり、指名客も出来

てチップももらいました。そしてヒルトンホテルのショウの手伝いをして、

米国の会社との契約をしました。しかし、それはそれは契約の厳しい世界で

したが、週給をキチンと払ってくれました。これを資本に金沢市の武蔵が辻

に店をだしました。

三年前に盛和塾に入り、稲盛和夫さんと重慶にいきました。重慶は大変裕福

な都市で空港から町まで青青とした 芝生が続き驚きでした。

最後に趣味のエアーブラシ作品をお見せします。（以上要旨）

点 鐘

パストガバナーからの手紙 198 回 炭谷 亮一

言葉遊びの天才「十返舎一九物語」

江戸時代大平の世となり、文化の花が咲き誇った。江戸前期に、井原西鶴と近松門左衛門という二大作家を輩出、

文学を庶民のものにした功績と意義は大きい。かろうじて読み書きが出来る程度で学のない多くの庶民が笑って読

んだり、ハラハラして読んだり、時には色情のからむ話をムラムラして読んだりするようになったのだ。大衆文学

の誕生である。

大衆文学故に、いささかレベルの低い書物もあったが、大衆にとってレベルの高い書物は読みにくく、理解しず

らく、“ええい、こんなしちめんどくさい本なんか読めるかってんだ！！頭がズキンズキンして来やがる！！”とば

かりに読むのを止めただろう。実は書物が一般大衆が容易に手に入るようになったのは、印刷（本版刷り）技術が

確立された功績は大である。（江戸以前は手で書き写されていた）

江戸に入り、文学はマス・カルチャーになり、そして大衆の持つエネルギーを取りこんでいった。そして十返舎一

九は、歌麿、北斎、写楽の浮世絵の版本して有名な蔦屋重三郎に２９歳で江戸へ出た折、一時期寄食し、彼の援助

により「心学的計草」などの黄表紙や、洒落本を書いた。その後、１８０２年に十返舎一九は滑稽本「東海道中膝

栗毛」の初編を（蔦屋重三郎は、この時亡くなっていた為）村田屋治郎兵衛より刊行した。「膝栗毛」はまさかの大

ヒットし、初めは箱根までの珍道中、１回こっきりのはずが、１１年全１８巻、京都までとなった。さらに人気は

やまず、金毘羅参りに、宮島参り、木曽路を通って善光寺に詣で、上州草津で湯に浸かり、江戸に戻ったのは何と

２２年後で、初編より１２編まで２５冊ある。この合計４３冊を合わせて「道中膝栗毛」と呼ぶこともある。
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当時の庶民にとって、旅は憧れの一大レジャーであり、一生に一度行ければ良い方だったようである。純粋な旅の

案内本や、特産品の紹介など現在出版されている「るるぶ」や「地球の歩き方」的な本が大変もてはやされていた。

そこに登場したのが「膝栗毛」で、毎回地方の特色を絡めながら珍道中が語られる。おそらく世界でも類を見ない

独創性に富んだルポタージ風の創作本に本当に驚かされる。

一九は大変器用な人物で、狂歌川柳がうまく、さらに書、画もなかなかのものであった。そして「膝栗毛」の刊行

に際しては、挿絵のほとんどと、本文の版下も自作した。コスト安になると版元から歓迎された。「膝栗毛」を延々

と書き継ぐ一方、他の読本、人情本、滑稽本など、あらゆる分野に手を広げ書きまくった人物で、あの有名な曲亭

馬琴は一九を評して「浮世第一の天晴の戯作者、著作料で生計を立てた最初の人物」といわしめている。一九は江

戸のどこにでもいそうな「気のいい」「オッチョコチョイ」「憎めない」「鼻の下の長い」軽薄な江戸っ子の一つの典

型といえる「弥次郎兵衛」と「喜多八」を登場人物とし、二人の言葉のキャッチボールという遊びの中に、悪ふざ

け、洒落、皮肉や掛け詞を使い、まるでゲーム感覚のように旅が進行し、庶民はゲラゲラ笑って読み次回の展開を

ワクワクしながら心待ちにした２２年間だった。一九は実に見事に庶民の旅への憧れを掬い取り、くすぐったので

ある。「膝栗毛」は「弥次さん」「北さん」を中心に置き、相互の対話と行動によって事件の推移を図るという作品

は、能狂言の［シテ・アド］の形式を踏襲している。その上、笑いの基本は狂言をアレンジしたもので、周知の笑

いに、親しみがあり、さらに知識のある人にも愛された、これによりエピソードごとに添えられる狂歌にも見られ

る仕掛けとなっている。知識と笑いの妙味を見せている。前述したように馬琴がいったという「著作料で生計を立

てた最初の人物」という説は大変重要である。

つまり一九は、日本文学史上最初のプロ作家だったのである。（紫

式部や清少納言が著作料を受け取ったなど聞いたことはない）時

流を掴み、大衆の好みを把握することにかけては当代随一だった

と伝えられている。一九は「膝栗毛」で巡っていく地方の、地元

の狂歌作者の歌を作中に取り上げたりもした、つまり地方でも本

が売れるようにするための、編集者的才能も持ち合わせていた。

このように一九はサービス精神旺盛な現代でも十二分に通用する

売れっ子作家であっただろう。何よりもプロ意識に徹した大衆作

家だった。２２年に渡る連載は世界最長記録ではないだろうか？

優れた滑稽本の作者十返舎一九、読者は相当な遊び人のはずだと

思いがちであるが、むしろその逆できわめて緻密細心で、潔癖な

性格だったと伝えられている。

木場紀子会員の金沢市文化活動賞受賞を祝う
平成 26年 11月 10日（月）11:00～ 13:00. 場 所 ： ホテル日航金沢 ２９階「桃李」

出席者：稲山訓央 土田初子 谷伊津子 川きみよ 水野陽子 金沂秀 東海林也令子 武藤清秀 二木秀樹

井口千夏 藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 木場紀子 宮永満祐美 魏賢任 石丸幹夫 石丸恭子 西村有里 の

皆さん

受賞の木場紀子会員
祝辞を述べる宮永満祐美会長

二木秀樹

クラブ管理運営委員長

クラブ例会予定 2014-2015年度
10/30 布施 美枝子 茶道家

11/6 長谷川 勉 美容業

トライアイスロンについて

/13 蒲田 敏文 金沢大学大学院医薬

保健学総合研究科 経血管 診療学・放射線医

学教授

/20 舟田 節子 金沢市自然環境保全

審査会委員

/27 中村 元風 今九谷窯

12/4 年次総会

/11 大沼俊昭会員
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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 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
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) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏


