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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

「Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう
2015～ 16 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI会長

「ロータリーを楽しむ」

国際ロータリー第 2610地区 2015-16年度ガバナー 柳生 好春

「楽しく活気のあるクラブを目指して」 金沢百万石 RC会長 魏賢任

点鐘
１．ロータリーソング

『 それでこそロータリー 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長 挨拶 今日は中国

の宗教、あるいは国の宗教政策につい

て話をさせていただきます。中国は共

産党政権になってから政権が無神論ということを推進しており、ただし共産主義事態が一種の

宗教みたいなものです。特に中華人民共和国となるまでは、共産主義のために自分の命を捧げるほど崇高な思いを

持つような教育がなされていました。現在、約８７００万人の共産党員以外の１３億の人々は何を信仰しているか。

１９６６年～１９７６年の１０年間、文化大革命という宗教を破壊して共産主義一本にするという毛沢東の考えが

あって、仏教のお寺や道教の神社などが壊されました。解体した材料で公園のベンチを作ったり街づくりに使われ

たりし、文化大革命というよりは文化大破壊が行われました。それからすべての宗教を信仰することができなかっ

たのですが、最近共産党に認定された宗教（団体）であれば信仰自由・信仰不自由となりました。認定されている

宗教は仏教・道教・キリスト教・イスラム教で、宗教施設の中でのみ活動が認められており街中での布教活動は禁

止されています。共産党員は共産主義以外の信仰は認められないという規定もあります。党から認定されない宗教

団体もあって、「法輪功」はその一つですが、信仰している人が世界各地に８７００万人ぐらいいるのではないかと

いわれています。多くの中国人は信仰心に欠けているため、賄賂などお金のためにはなりふり構わない、悪いこと

も平気で行なうような世相となっているようで、その点を中国共産党も危惧しているようです。

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕ときわ病院院長 炭谷信行 様

〔アメリカ短期交換学生〕Brady Stinsonさん
・上杉 幸代さん

・上杉 南月さん

・上杉 廉さん

・野村 麻梨亜さん

・吉田 憲子さん

・吉田 阿実さん

・池本 真菜さん

・道下 初子さん

２）ビジターのご紹介 大阪御堂筋本町ＲＣ 鍵田 秀明 様

初めての金沢で金沢のロータリークラブへ寄せてもらうのも初めてです。女性会員が

多いことに驚いています。私共クラブは６０名の会員のうち、女性会員は３名です。今日はホテル日航金沢の無料
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宿泊券をいただき有効期限が近づいたので家族旅行で参りました。明日帰るのですが、

せっかくなのであちこち散策して良い思い出をもって帰りたいと思います。どうも有

難うございました。

３）大阪御堂筋本町ＲＣと金沢百万石ＲＣのﾊﾞﾅｰ交換

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：①本日例会終了後、アメリカ短期交換学生 Brady 君と上杉南月さんの

ミニコンサートを行います。また来週は休会となります。②姉妹クラブの高崎 RC 直前会長田中様より

ラスクをいただきました。金沢へお越しになられた際に置いていかれました。皆さんに宜しくというこ

とでした。

石丸幹夫会員：現在、会報に花の写真を載せていますが、会員の皆さんのお庭の写真を送っていただけたら、今

後順番に載せていきたいと思います。

稲山訓央会員：先日ラジオ深夜便の放送を聞いていただいた方には有難うございました。

５．ニコニコＢＯＸ ￥ 17,100- 本年度￥ 169,100- 残高￥ 5,241,517-
大阪御堂筋本町 RC 鍵田秀明様：本日は金沢へ家族旅行で当ホテルへ寄せて頂きました。

調べましたらこのホテルで夜例会をやっておられるとの事でメイクアップ参加させてもらい

ます。東京で勤務する娘も一緒に参加する予定でしたが、少々疲れた様で名刺のみで失礼い

たしますとの事です。 何卒宜しくお願い申し上げます。（東京ローターアクトクラブ 鍵田

明子様）

魏賢任会長：皆さまこんばんは。炭谷先生のお話を楽しみにしています。また、ブレディ君

と上杉南月ちゃんのミニ演奏会を期待しています。

大路孝之幹事：炭谷様、卓話楽しみにしています。ブレディ君金沢での色々な体験もう少し

となりましたね。

岩倉舟伊智会員：炭谷先生本日の卓話宜しくお願いします。

炭谷亮一会員：炭谷信行先生 今夜はご苦労様です。

永原源八郎会員：炭谷先生 卓話楽しみにしています。短期交換学生のブレディスティンソンさん そして上杉さ

んよろしくお願いします。

布施美枝子会員：Brady,Thak you for your coming to our house.Your left handed tea serve was very nece! Please say hello
to your parents.
藤間勘菊会員：大阪御堂筋本町 RC よりようこそ。ブレディ君もう少しになりました。炭谷信行先生ようこそ 卓

話楽しみにいたしております。

武藤清秀会員：ネパールより帰国しました。ソバナから夕食に招かれ、ご家族の元気な姿を拝見してほっとしまし

た。百万石 RC のお気遣いに感謝し、皆さんに宜しくお伝え下さいとのことです。

講話の時間

『 日本人の自殺とうつ病 』

炭谷信行（すみや のぶゆき）様 紹介者：炭谷会員

〔経歴〕昭和 53 年 金沢大学医学部医学科卒業

59 年 公立能登第二病院 平成 5 年 同上 院長

8 年 ときわ病院

16 年 9 月 同上 院長 社会福祉法人 金沢市民生協会 専務理事

講話：１９９８年から日本人の自殺者は３万人を超えています。その１年前は５千人弱で

す。に山一証券・北海道拓殖銀行が破綻した翌年に自殺者が 増加したということです。昨

年の警察庁の速報値では約２万５千人。「自殺予防マニュアル」という医師会が発行している冊子があります。ギリ

シャは欧米では断トツに自殺者が少ない国です。今ＥＵの問題が色々ありますが経済危機をうけて今後どうなるの
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か興味深いところです。ロシアなど政治体制の強い国でも自殺者が多いですが、娯楽の影響もあるかもしれません。

日本ではここ３年間は年間総数が３万人をきっていますし、５年間下がり続けています。

男女差もありますし、平成１０年には男性に多くの自殺者がありました。中高年の自殺は

経済の破綻を背景にしているとことろが大きいです。対策がとられていまして減っていま

す。若年層も減ってはいますが、減り方が多くはありません。若年層の死亡理由のトップ

が自殺です。異常なことだと思います。統計から経済との関連が示唆されるのですが、例

えば”完全失業率”と自殺者数は男性でかなりの相関を示しています。１９９０年代から

就労状況が悪化したり、１９９５年から経済成長が悪化した。そこへきて１９９７年に大

きな二つの会社が破綻したということがあります。経済だけの問題ではなく、自殺者の多くが精神疾患に罹患して

いるということで、うつ病・うつ状態との関連がいわれます。過労や精神的ストレスとの関連も明らかです。日本

では長時間労働があたり前で、仕事のグローバル化・ＩＴ化・

リスクマネージメントの強化ということが背景となり更に周囲

のサポートが得られないという状況が拍車をかけています。若

者の自殺率が高いというのが日本の特徴です。自殺の危険因子

を見ると自殺未遂歴のある人は数十倍から数百倍の可能性が高

まると言われています。性別では自殺者では男性、自殺未遂者

では女性が多いです。厚生労働省が自殺予防対策に予防１０ケ

条を提言して啓蒙活動に使っています。

職場のメンタルヘルスに関係することを挙げますと週５０時間以上労働している就労者は日本が圧倒的に多いです。

１００時間以上になると疲労感を増すことになり、労働と健康被害は働く時間がどれぐらいかによって余裕のある

時間が変わってきます。２４時間の中で労働時間が増えると睡眠時間が減ることになる。１００時間を超えると脳

や心臓の疾患が突然増えるということで国も対策をとっています。甘えというのは日本にしかない概念で過労死に

ついても外国では概念がないということで日本特有のものです。さかのぼると万葉集の中に過労による自殺ではな

いかとよめるものがあります。「いつしかと待つらむ妹に玉梓の言だに告げず去にし君かも」天皇の命令を受け何年

も白袴を洗う暇もなく朝夕と忙しく働いている君は去ってしまった。まだ死ぬべきではないのに。ということで、

頑張りすぎた中間管理職みたいな人で奈良時代だと血統で出世が決まる世の中で、血統の良くない人は一生懸命働

くのですが、奥さんを残して仕事先で死んでしまったという内容です。自殺対策としては日本経済の発展が需要で

すし、政府も色々とやっています。代表的なものとしては平成１８年に自殺対策基本法がつくられ、平成２０年に

は石川県自殺対策行動計画ができた。地域での取り組みとしては秋田・岩手・青森など自殺者の多い地域では自殺

予防対策をしており、自殺率を減らした県もある。

うつ病というのは誰でもかかる可能性のある身近な病気です。うつ病を経験している人は１５人に１人という報告

があります。偏見がありますが、やる気の問題や気の持ち様ではなく遺伝病でもありません。原因としていわれて

いるのが生物学的要因・心理的要因・社会環境的な要因が合わさっていると思います。神経伝達物質のバランスの

乱れが起こっているので薬も効きます。原因不明といわれていますが誘い水があります。原因探しをしすぎても徒

労に終わるので治療が大事です。死に至ることもある病気なので、早期発見・早期治療が大事です。患者さんの中

には数年前から調子が悪く内科で慢性疲労症候群や繊維筋痛症と診断されたり、整形外科で手術もしたが半年前か

ら特に調子が悪いうということで診療し、うつ病の治療を始めた方もある。色々な治療法がありますが、ます病的

な状態であることを伝えること。気の持ち様や怠けではないということ。休養をとることをすすめたり、自殺など
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の自己破壊行動をしないように、回復するまでは人生に関わる重大な決断をしないこと。例えば離婚や辞職など。

これが基本です。生活習慣への配慮を必要とします。生きがいを持つこと・自然との交流・適度な運動・環境の調

整・体の疾患への対応などです。物事をどう考えるかでうつ病が改善することもあるので、予防の意味でも物事の

捉え方を日頃から練習しておくことが必要です。なるべく多くの考え方や違った見方ができないかを訓練すること

が大事です。

点鐘

例会の後 ミニコンサート♪

例会の後、アメリカ短期交換学生がブレディ君がサキソホンを

上杉南月さんがピアナオ演奏をし、上杉廉君が譜めくりをしました。

迫力ある良い音色でした。

パストガバナーからの手紙 229回 2015.8.6

日本は「無条件降伏」していなかった。 炭谷 亮一

まもなく７０回目の終戦記念日がやって来る。全世界における大戦の人的被害は、あまりに膨大で正確なデータ

は乏しく、確実な数字は明らかではない。

しかし戦後、連合国総司令部のもとでの戦史の編纂にあたった服部卓四郎によれば、戦死者２２００万人、負傷者

３４００万人に及んだと推定されている。日本の軍人・軍属の死者・行方不明者約１８６万人、一般国民の者・行

方不明者約６６万人となっている。

さて１９４３年７月ムッソリーニ政権が倒れ（解任された）後継のバドリオ政権は連合国側に降伏を申し出、協議

の上９月に降伏した。

１９４５年４月連合国軍がドイツの首都ベルリンに迫るなかで、独裁者のヒトラーが自殺し、５月にドイツは無条

件降伏した。

ヒトラー政権の主要閣僚は自殺したり逃亡した為、政権の責任者は不在となり無条件降伏するしか方策はなかった。

そしてドイツ国軍全体に即時戦闘停止と武装解除を受ける様に命令したのは海軍元帥デーニッツだった。ここにイ

タリアの降伏とドイツの無条件降伏の大きな違いがあった。

無条件降伏後のドイツの惨状はすさまじく、連合国特にソビエト兵の行為は目を覆わんばかりの残酷さだった。

一方日本は「ポツダム宣言」を受諾し、日本人のほとんどは「無条件降伏」と思っている。当時の人でもそう思っ

ていたのだから現在のマスコミ関係者や研究者もふくめて、多くの日本人はそう受け止めていても仕方がない。

「ポツダム宣言」は１３項に分かれている。日本人のほとんどは「無条件降伏」と決めつけており、ほとんど内容

を知らないのが実情だ。

そして「ポツダム宣言」を英文でも和文で読んでも日本に無条件降伏を求めた文章など存在しない

ただ１３項に「全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且・・・・・・・・・・・・・」となる。英文では” all Japanese
armed force ”（原文）となっており無条件降伏するのは大日本帝国政府でもなければ日本国でもなかった。わが
国の軍隊が無条件降伏しただけである。戦後の日本の生殺与奪を握り、好き勝手に何んでも出来ると言う意味では

なく、ここでは取り上げないが機会があったらポツダム宣言を読めば理解出来ます。

さてもともと無条件降伏という方法を考えたのは当時のフランクリン・リーズベルト大統領だったと言われており、

それはアメリカの南北戦争（１８６１～１８６５）の戦後処理にならったらしい。

１９４３年のカイロ宣言で「日本国の無条件降伏」と言う言葉が確かに使われていたが、これが「全日本軍の無条

件降伏」にどうして後退したのか？

一つには強硬派で日本を最も嫌っていた終戦直前に死去したルーズベルトの影響がなくなったこと（ジャップを徹

底的に痛めつけ二度と白人に反抗させないとの強い意志をもっていた）そしてポツダム宣言の原案を作成したのは

国務長官特別補佐官だったドゥーマンとグルー国務長官代理だった。この２人は参事官と駐日大使と言うコンビで、

日本のことをよく知る立場にあった。
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当時の日本政府がこだわる国体の維持、天皇制の存続は考慮すると言うメッセージを送る必要があり全日本軍の無

条件降伏のみであるとした。従って「ポツダム宣言」にはこの一文以外無条件降伏の文言は存在せず、また国体の

拒否、天皇制の廃止では、全日本軍のみならずすべての日本人の頑強な抵抗にあい多数の米兵の死傷者が見込まれ

た。

「アメリカ合衆国外交関係文」にはポツダム宣言の結果により無条件降伏方式が見直され、「ポツダム宣言は降伏条

件を提示した文書であり、受諾されれば国際法の一般規範によって解釈される国際協定となすものとなる（江藤淳

訳）」つまりポツダム宣言は日本だけが片務的に守る協定ではなく、同時に連合国（米・英・中）の行動をもしばる、

双務的な性格を持つものだった。

だから米国の日本占領中であっても、堂々と「ポツダム宣言」を確実に履行する様連合国に要求できたのだった。

頭初ポツダム宣言に加わらなかったソ連は８月８日に日ソ中立条約を破ってわが国に不当な攻撃を始めてから宣言

に加わっている。ソ連による完全に武装解除された日本国軍人のシベリアへの強制連行と抑留は「ポツダム宣言」

違反であり、それだけではない「ポツダム宣言」には「領土不拡張」と明記された「カイロ宣言」の延長上の留意

点（第８項）があると連合国側は述べている。それでは今だにソ連が続けている北方領土の占有はどうなるのか？

同じ様に当時の交戦国であった中華民国の締結した国際条約を継承し守る義務のある中華人民共和国の尖閣諸島へ

の主張はどうなのか？

我が国は無条件降伏し、生殺与奪の権利を連合国側へ与えたわけではない。つまり負けた日本は何をされ様がかま

わないと言うわけではない。「ポツダム宣言」は、今だ反故にされていない国際協定なのである。

戦争にはいろいろな形の負け方が存在するが、我々の先達は勇戦敢闘し「条件付き降伏」を勝ちとったのである。

敗戦処理の為の鈴木貫太郎内閣は中立国スイス政府を通じて「国体維持」を最大の条件として１９４５年８月１４

日、連合国側に「ポツダム宣言」受諾を通告した。

これに対して連合国側からは「天皇と日本政府の国家統治の権限が連合国最高司令官（マッカーサー）の制限のも

とにおかれる（原文はＳｕｂｊｅｃｔ ｔｏ＝従属するの意）と回答した。今後日本は戦時となる事がないことを

祈念し、又先の大戦で亡くなられた方々に心よりの哀悼の意を表するものです。「合掌」

Ｐ.Ｓ
何んと驚いたことに文芸春秋・特別号・季刊春号「近現代史入門」の１９０ページに“日本は「無条件降伏」では

なかった”とのタイトルで私と似た様な記述の五百旗頭真氏の掲載文がありました。私の方はわずか２０００字程

度ですが、一方は倍の４０００字で私よりも詳細でかつ私の文章を補完していると思われますので、興味がありま

したらお読み下さい。

2015－ 16年度『友』誌表紙写真 12～ 3月号、5月号再募集！
2015 － 16 年度も、『友』表紙写真につきまして多数ご応募いただき感謝申し上げます。選考の結果、2015 年 12
月号、2016年 1月号、2月号、3月号、5月号の表紙につきましては、写真を再募集することになりました。テーマ
は設けません。皆さまのご応募、お待ちしております。ふるってご応募ください。

応募要領などは下記の通りです。

■応募要領

①締め切り 2015年 10月 10日
②点数 一人 3点まで
③サイズ 紙焼き四つ切り（それに近いサイズも可）

④添付資料 名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファクス、撮影場所、撮影年月、撮影データ（カメラ名、使用レ

ンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度）、簡単な写真説明

⑤発表『友』誌、ホームページ『ロータリージャパン』（www.rotary.or.jp）
⑥審査員（予定） 岡井輝毅氏（元『アサヒカメラ』編集長・現『友』表紙解説者）ほか

■応募先（郵送先）

一般社団法人ロータリーの友事務所

〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 4階

詳しくは、『友』9月号ならびにホームページ『ロータリージャパン』（www.rotary.or.jp）をご覧ください。
理事役員会の開催について
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仙台ＲＣ訪問記 マッチンググラントで

7 月 28 日（火）魏賢任会長と私は東日本大震災で被災した小中学校（図書支援）に対してロータリー財団のグロ
ーバル補助金（マッチンググラントにて）を使っての支援の方策調査の為、空路仙台を訪問し仙台ロータリークラ

ブ会員の方々と協議しました。

会合には私と同期の菅原パストガバナーはじめ大槻会長、安曇会員、加藤会員、五十嵐会員、飯岡会員が出席され、

和やかな雰囲気野中、ざっくばらんにすなおに意見交換しました。

そこでは、現地人しか知り得ない情報に接し、少々驚きました。具体的には仙台を境として仙台以北と以南では全

国からの支援に大変違いがあり、仙台以北例えば気仙沼、陸前高田等では十分に世圓の手が届いており、仙台以南

はまさにエアーポケットもしくは真空地帯と思える位に支援が少なく、もちろん小中学校の校舎は復旧しているが

仙台以南の小中学校で津波で流出した学校図書は全然復旧されておらず、ロータリー財団からの 3 万ドル程度では
復旧は望めず、3 倍の 9 万ドル位い必要ではないかと
の意見でした。

今後も情報交換、意志統一そして一致協力して奉仕事

業を成功に導こうとの結論に達しました。

最後に大槻会長は本当に有り難いお申し出に感謝して

いますと話されていました。

その夜は魏賢任さんと私は菅原パストガバナー御愛用

の仙台一の寿司の名店でごちそうになりました。

炭谷亮一

追記 南光州 RC 朴天學先生より： 東日本大震災被害地域の学校に図書を送る matching grantに南光州
クラブでは喜んで参与するようにします。
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次回から花の他、会員のお庭

拝見の写真を募集します。
炎天下の松葉牡丹

炎天下の松葉牡丹

夕暮れの白山
クラブ例会予定 2015-2016 年度
8/13 休会 8/20 辻ガバナー補佐 クラブ協議会

8/27 柳生ガバナー訪問例会

2015 ～ 16 役員・理事・委員会

(役員） 会長：魏 賢任 ｴﾚｸﾄ：若狭豊 副会長：上杉輝子 幹事：大路孝之 副幹事：武藤清秀

会計：西村邦雄 直前会長 宮永満祐美

（理事） 東海林也令子（クラブ管理運営委員長） 水野陽子（奉仕プロジェクト委員長）

金 沂秀（会員組織委員長） 藤間勘菊（広報委員長）

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：東海林也令子 副：稲山訓央

親睦：○武藤清秀 二木秀樹 川きみよ 金沂秀 杵屋喜三以満 後出博敏 大沼俊昭 相良光貞 高田重男

辰己クミ 若狭豊 山崎正美 竹田敬一郎

例会：（プログラム/出席）○井口千夏 江守巧 宮永満祐美 水野陽子 吉田昭生

SAA：○稲山訓央 西村邦雄 宍戸紀文 ニコニコ：○布施美枝子 宍戸紀文

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討○江守巧 岩倉舟伊智 富山西 RC との交流岩倉舟伊智 藤間勘菊 木場紀子

直前委員長：二木秀樹

金沢北 RC との合同例会 ○二木秀樹 杵屋喜三以満

その他友好クラブとの交流 ○石丸幹夫 藤間勘菊 村田祐一 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長：水野陽子 副：川きみよ

職業：○村田祐一 二木秀樹 井口千夏 若狭豊 永原源八郎 谷伊津子

社会（新世代・青少年を含む）：○永原源八郎 北山吉明 東海林也令子 武藤清秀 谷伊津子

国際：○炭谷亮一 世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ○炭谷亮一 岩倉舟伊智 西村邦雄

描き損じハガキ ○江守道子 米山奨学会 ○藤間勘菊

青少年奉仕 ○上杉輝子 国際青少年交換(日韓など）○上杉輝子 金沂秀 吉田昭生

直前委員長: 北山吉明

会員組織委員長：金沂秀 副：井口千夏

会員増強：○大路孝之 江守道子 石丸幹夫 岩倉舟伊智 野城 勲 宮永満祐美 炭谷亮一

永原源八郎 高田重男 修練 北山吉明 江守巧 石丸幹夫 木場紀子 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：宍戸紀文 広報：○上杉輝子 石丸幹夫 ロータリー情報：宍戸紀文

藤間勘菊 布施美枝子 会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：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、日台親善会議実行委員会顧問 Ｒ米山記念奨学会委員会カウ

ンセラー 炭谷亮一 社会奉仕委員会委員長 谷伊津子 危機管理委員会委員 石丸幹夫 広報委員会委員 藤間勘菊

日台親善会議実行委員会 宮永満祐美 Ｒ米山奨学会委員会委員（米山奨学金/学友会担当）大路孝之

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 大路孝之


