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2015 年 5 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 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
ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

四つのテスト

宮永満祐美会長 挨拶 6 月にはい

り 十 九 八 七 と数えてい

るような毎日です。あともう少し

頑張ります。さて、先日、日経

新聞で 「ヒアリハット ではな

く ニアリホット」という記事を読みました。高齢者の福祉施設の話です。ヒアリハットは

ヒヤッとしてハッとすることがあったら報告して事故を未然に防ぐというためのものですが、ニアリホットは、

何かいいことがあったら 書いてスタッフ同士情報共有をしようというものらしいです。リスク管理は大切だが、

利用者を抑制する方向に考えるより、機能回復していくチャンスととらえていこう ということもあるようです。

施設にいる高齢者が、車いすからよく立ち上がりました。

A の施設のスタッフは こまったように 「急に立つんですよね・・」と抑制を考えます。B の施設のスタッフは

『立てるんです リハビリすれば歩けるようになるかもしれない』と機能回復を考えるというこです。

同じ行動ですが、とらえ方が違うということです。どちらも大切な感覚です。バランスをとりながら、私はどちら

かというと ヒアリハット人間なので、ニアリホットの感覚も増やしたいと思います。

ゲストのご紹介 〔卓話者〕横 山 方 子 様

〔

ビジターのご紹介 金沢香林坊ＲＣ 中川 可能作 様 小幡 謙二 様

小松ＲＣ 角谷 俊隆 様

今月の誕生者の紹介 １７日生まれ 永原 源八郎(ながはら げんはちろう)会員

皆出席顕彰 該当者なし

《 食 事 》
幹事・委員会報告

井口千夏幹事： 本日は理事役員会を５Ｆ「松竹」にて開催いたしますので、理事役員の皆様はよろ

しくお願いいたします。

〔委員会報告〕なし

ニコニコＢＯＸ ￥ 12,000- 本年度 ￥ 534,002- 残高￥ 5,987,417-
香林坊 RC 中川可能作様：去る七日半年ぶりに退院しました。この間３月１１日に愛妻を急病で

なくし、ともども色々御心配、ご迷惑をおかけしました。

小松 RC 角谷俊隆様：皆さまとお会いできるご縁を大切におもいます。

宮永会長：横山様 本日はようこそお越し下さいました。卓話よろしくお願いいたします。

井口幹事：横山様 本日はようこそ百万石へ。卓話宜しくお願いします。

上杉会員：横山様 本日はようこそいらして下さいました。本日の前田家のお話ずっと前から楽

しみにしておりました。

魏 会員：皆さまこんばんは。横山先生のお話を楽しみにしています。

炭谷会員：中川パストガバナー、小幡さん 今夜のメーキャップ御苦労様です。
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講話の時間 『 奥方たちも通った参勤交代の道 』

横 山 方 子（よこやま まさこ）様

〔紹介者〕上杉会員：先日、百万石まつりが盛大に行われました折、横山先生か

ら前田家に纏わるお話をもうすぐ聞くことができるんだなぁと思いながら行列を

見ました。簡単に先生のご紹介をさせていただきます。

・石川郷土史学会幹事

・金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

・金沢市文化振興財団委員

北陸新幹線が開業して３ヶ月が経ちましたが、その新幹線ルートと加賀藩参勤交代の道とがほとんど同じであった

ということです。参勤交代の制度は約２２７年間続き、幕末には奥方もその道を通っていました。初代藩主利家の

正室まつ（芳春院）、二代利家の夫人玉泉院、三代玉姫までは金沢で亡くなっています。しかしその後、四代からは

武家諸法度に起因し江戸で人質生活を送りました。 十三代藩主斉泰の正室溶姫は徳川家から嫁ぎました。現在の東

大赤門は前田家が溶姫のために本郷に建てた御朱殿の門です。溶姫は参勤交代制度が廃止された翌年金沢へ渋々帰

りましたが、更に翌年江戸へ出向きその４年後金沢へ帰りました。明治元年は幕府と朝廷の勢力争いの混乱のさな

かでもあり、官兵があちらこちらにおり、徳川家の娘である溶姫は危険な存在でした。そこで前田家の分家、七日

市藩（富岡製紙場近く）を経由して時間をかせいでから金沢に帰ったという記録があります。

点 鐘
パストガバナーからの手紙 224 回

歴史の裏事情その３ 「アラビアのロレンスは凄腕の工作員」 炭谷 亮一

一昨年末イギリスの名優ピーター・オトールが死亡した。彼を一躍有名にしたのが名作「アラビアのロレンス」

である。まさにはまり役と言える。日本人にとって「アラビアのロレンス」ことトーマス・エドワード・ロレンス

（1888 ～ 1935）に対する印象は、そのほとんどが 1962 年（日本では 1963 年）に公開された映画「アラビアのロレ

ンス」に拠っていると言っても過言ではない。映画の中のロレンスは、義侠心からオスマン帝国の支配下にあるア

ラブ人の民族闘争を指導するが、イギリス軍に利用されていたことを知り、失意の中で帰国し、様々に葛藤しなが

らも、アラブ独立に命を捧げた人物として描かれている。イギリスのセント・マーチン教会ではアラブの民族衣装

を着たロレンスの等身大の彫像があり、国家の英雄もしくは聖人に近い扱いを受けている様である。

1914 年 8 月、イギリスはフランス、ロシアなどとともに連合国の主力として第一次世界大戦に参戦。ドイツ、オー

ストリアハンガリー帝国、オスマン帝国を中心とする同盟国側との間で戦端が開かれた。ロレンスが活躍した第一

次世界大戦（1914 ～ 18 年）の中東戦線はヨーロッパ列強が、スエズ運河など利権を得る為に仕掛けたものだった。

そしてロレンスはアラブ独立と言う大義を隠れ蓑として、別の目的、すなわち中東でのイギリスの利益を守ると言

う使命を持った工作員だった。オックスフォード大学で考古学を学び、アラビア語に堪能だったロレンスは、1914
年に開戦後まもなくイギリス情報部に中尉としてスカウトされた。第一次世界大戦下、イギリスはドイツ側につい

たトルコを攪乱する為、トルコ支配を脱しようと戦っているアラブ人ゲリラのもとに、指揮官としてロレンスを送

り込んだ。アラブゲリラを指揮するロレンスの活躍はめざましく、大戦全体に大きな影響を与える程だった。彼の

行動はイギリスの為ばかりでなく、祖国を奪われたアラブ人への愛情によるものも大きかったと思われる。

それ程の名声を得ていれば、戦後は栄光に包まれた人生を送っていそうなものだが、ロレンスはそうではなかった。

戦中にイギリスが約束した「戦後のアラブ独立の承認」は戦後すぐに反故にされ、シリアはフランスの、イラクは

イギリスの保護国となり、パレスチナは英・仏・露の共同管理下に入った。ロレンス自身がアラブ人に約束したア

ラブの独立を、イギリス政府が履行しないことに対する自責の念に加えて、人間嫌い、メカマニアでスピード狂と

言った彼の性格から、なんと名声を隠して、無名の一兵卒として英国空軍で働き、1935 年に除隊している。ロレン

スの精神分析からは、命知らずの冒険心と強い自己顕示欲とともに、自己抹殺欲をも合わせ持ち、そういう自分を

冷ややかに見つめる視点をも持つと言う、何んとも複雑でストイックな性格の持ち主だった様だ。またホモではな

いが女嫌いで、結婚どころか女性との性交渉もなかったと言われている。

除隊して 3 ヶ月後、ロレンスはオートバイ事故で 46 歳で他界した。この事故に関して、知名度の高まったロレンス

がイギリス政府に対する不満（なぜアラブ人との約束を守らなかったのか？）を公にし始めており MI5（当時のイ

ギリス情報局）による暗殺説が囁かれている。ひょっとしてダイアナ妃の死にも関係していたのかも。いずれにせ

よ、イギリスが冷徹に国際政治を認識し、常に国益優先の深謀遠慮の行動には驚かされる。

理事・役員会 日 時 ： ６月１１日(木) 例会終了後 議 件 ：

1. 今年度決算見込みについて

2. 日台親善会議について

3. 次年度予算（案）について

4. 青少年交換（短期アメリカ・日韓）について

5. その他
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－－－－－お知らせ－－－－－
南光州 RC から 45 周年記念式と会長役員離就任式への招聘状 南光州（クァンジュ）ロータリー

クラブ RI 加入承認 45 周年記念式および会長役員離就任式が 2015 年 6 月 29 日(月)午後 7 時光州（クァンジュ）ペ

イルリコンベンションで開催されます。

招請状をお送りしますので出席可能ならば参席者名簿をあらかじめ送られるように願います。7 月初めに光州（ク

ァンジュ）で Universiad 大会がありますので、ホテル予約の関係で来週までにご連絡下されば有難いです。

会長エレクト 魏 賢任 副幹事 大路 孝之

南光州ＲＣ創立 45 周年,新旧会長離就任例会御案内

1.日時：2015 年 6 月 29 日（月）18 時 30 分

2.場所：べイリ Convention(尙武地區)

招待状は郵便でお送りします。宮永満祐美会長様の祝辞と参席会員名単を 6 月 15 日迄お頼みいたします。

ＰＳ：今年青少年交流は南光州クラブがホストです。7 月 31 日（金）～ 8 月 5 日（水）ではどうでしょうか？

韓国南光州ＲＣ 朴 天 学

『会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会』の開催について
今年度も残りわずかとなりましたが、2014-15 年度 宮永会長・井口幹事の慰労会並びに 12 月にご入会いただきま

した布施会員の歓迎会を開催いたします。

今年度最後の例会となります。今年度を振り返り、また次年度へ向け気持ちを新たにする懇親の機会になればと思

いますので、多数ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

日 時 ２０１５年６月２５日（木） １９時００分より

場 所 かなざわ 石亭 金沢市広坂 1-9-23（TEL：231-2208） 申込〆切 ６月１

１日 事務局へお申込

会 費 １万円

クラブフォーラム開催について 副幹事 大 路 孝 之

日 時 ６月１８日（木） 19:00 ～例会 19:30 ～クラブフォーラム

場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「松竹」

議 題 ①次年度事業計画について

②次年度予算について

その他 各委員会の小委員長さんよりお話いただく予定ですのでお含みおき願います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

郭 蒓さんからの便り
百万石ロータリークラブの皆様 最近はお元気でしょうか。３月末に無事にアメリカから東京に戻り、東京大学を

卒業した後、４月から東京のみずほ銀行に入社し、６月から正式的に大手町本社ビルで正式配属になりました。社

会人 1 年目になった私はまだ東京での新生活に慣れない所が多い中、新聞やニュースで金沢に関連する記事を見る

たびに金沢で皆んなと過ごした楽しい時間を思い出し、パワーが湧いてきます。

アメリカでの留学経験も活かし、1 日も早く立派な社会人になり、皆さんとのつながりをも深めていきたいのです。

米山だより
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RI3710地区大会（韓国光州地区）2015.5.8-.9の冊子
が来ました。（保存：事務室）

永田義邦ガバナーの祝辞

RI会長代理
Eva Kurniaty
インドネシア

3710地区総裁
金 光泰

光州 RC

クラブ例会予定
2014-2015 年度

6/11 横山 方子様

３Ｆ「ルミエール」

6/18 クラブフォー

ラム

6/25 会長・幹事慰労
新入会員歓迎会 石

亭 19時
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布施会員から花の写真が届きました。「我が家の庭で咲きました。青花銀梅草 黄花カキ蘭 笹ユリ....お稽古の茶席に

活けました。」 季節の花の写真を送って下さい。編集部

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


