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2015 年 11 月のロータリーレートは１ドル＝ 120 円 2016 年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

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

開会
１．四つのテスト

２．魏賢任会長挨拶：先月、今月とホテル日航が

使えない状況で、ご不便をおかけしています。来週

はオープンロータリーの開催です。 会員おひとり

１名以上の友人・知人・親戚・家族をお誘いになっ

て日頃のロータリー活動の理解をしていただくこと

が目的で、もちろん入会を前向きに検討していただ

いて、一日も早く５０人規模のクラブとなればいいと思います。１１月７日シンガポールにおいて中華人民共和国

（中国）習近平国家首席と中華民国（台湾）の馬英九総統がはじめて会談を行ないました。中国国内では歓迎ムー

ドですが、台湾では半々ぐらいのようです。中国がひとつになるだけでなく世界平和、アジアの発展を願って一歩

を踏み出したということだと思います。

１）ゲストご紹介〔卓話者〕2610 地区ロータリー財団委員長・富山南 RC 黒川 伸一（くろかわしんいち）様

２）ビジターご紹介 なし

３）皆出席顕彰 ３７ｹ年 石丸 幹夫（いしまる みきお）会員 １７ｹ年 金 沂秀（きむ ぎす）会員

１ｶ年 魏 賢任（ぎ けんにん）会長

４）マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ＄ 1,000 ７回目のご寄付に対するバッジの授与 炭谷 亮一

（すみや りょういち）会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事： ・本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。またそれに先立ちまして

指名委員会を開催いたします。

・来週 11/19 は「フラワーガーデン」におきまして「オープンロータリー」を開催いたします。18:30 より受付を開

始し、19 時開会となります。

・再来週 11/26 は「招龍亭」におきまして「オープンスタイルの例会並びに社会奉仕フォーラム」を開催いたしま

柳生好春ガバナー

Kanazawa Hyakumangoku
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例会出席者 26/42 61.9 ％

10 月の平均出席率 70.98 ％
稲山訓央 SAA
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す。ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｲﾙの例会におきましては、飛騨高山より飛騨産業㈱岡田贊三社長にお越しいただき、卓話をしていただ

くこととなっております。都合のつく方をお誘いし貴重なお話を聞いてもらえればと思っております。

〔委員会報告・お知らせ等〕

村田祐一会員：お手許にチラシをお配りしましたが、１１月２９日（日）１４時～１６時、

石川県の医師・歯科医師のほとんどの方が所属している保険医協会というのがありまして、やが

て５年になろうとする原発事故についての講演会を開催します。今度の講師は吉本興業所属の漫

才師 おしどりマコ・ケン夫婦でお二人はフリージャーナリストとしてもご活躍されており、現

在の原発について、おもしろおかしく且つ有意義にお話いただけますので、是非お時間のある方

もない方もお聞きになられてはと思います。よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ紹介 ¥29,000- 本年度¥312,000- 残高¥5,405,074-
黒川伸一様：本日Ｒ財団卓話にお呼びいただき有難うございます。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。黒川伸一地区ロータリー財団委員長のお話を楽しみにして

います。来週の例会はオープンロータリーディですので、是非一人でも多くの方に・・・

大路孝之幹事：黒川さん、ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。

石丸幹夫会員：３７年皆出席出来ました。ありがとうございます。

杵屋喜三以満会員：先月、追善演奏会、無事終わりました。心ばかりですがニコボックスし

ます。

炭谷亮一会員：黒川様本日は御苦労様です。

講話の時間

講 話： 『 ロータリー財団の今！ 』 黒川 伸一（くろかわ しんいち）様

地区のロータリー財団委員長をしております黒川と申します。日頃よリこちらのクラブ

でもＲ財団にたくさんのご寄付をいただき有難うございます。まず概要ですが、全世界に

１２０万人のロータリアンがいます。５３５地区に５３５人のガバナーがいます。国内に

は３４地区があり、当２６１０地区には６５クラブ２，６００人のメンバーがおります。

地区補助金については２０１３－１４年度 当地区としては約２８万ドルの寄付をしてお

ります。３年間運用しまして、運用益は Ｒ財団の経費に使います。来年２０１６－１７年

度にはその半分が当地区に返ってくる。こちらのクラブの寄付状況はマルチプルポール・

ハリスフェローが炭谷さんを先頭に１１名、ポール・ハリスフェローが８名いらっしゃい

ます。そして２０１３－１４年度４６００ドル寄付されており、３年後にその４割の申請

が可能ですので、１＄＝１２０円の計算で来年は２２万円までの地区補助金申請が可能となります。クラブから２

２万円を出していただけば４４万円の事業ができるということです。今年の寄付が３年後に申請できるというのは、

継続して寄付いただくことを前提とし、続けていただけば毎年素晴らしい事業が可能になるということです。寄付

をすれば返ってくるということをロータリークラブとして一般社会にアピールもできますし、ロータリーの素晴ら

しさもわかるのではないかということです。申請に先立ちまして、地区と各クラブが個々に契約を結ぶ必要があり

ます。次年度の会長及び会長エレクト２名のサインで契約を結んでいただきます。また金沢では２月６日に開催を

予定している地区補助金セミナーにおいて詳しい説明をお聞きいただく必要があります。この二点が地区補助金申

請に関する必須条件となります。全世界Ｒ財団の共通ルールです。申請は 2/1 ～ 4/8 まで、審査は 4/16 というスケ

ジュールです。先日も炭谷さんを通じてこのクラブが検討されている、津波で流された仙台の学校図書をなんとか

したいというお申し出を受け申請をしたのですが、現在のグローバル補助金制度では日本国内における識字率向上

は当てはまらないということで却下されてしまいました。これは一例ですが、今はだめでも何年か後に変えていか

ないととは思っています。今回の図書に関しては是非地区補助金を使っていただくようお願いします。また地区内

の高額な寄付をしていただいるクラブを巻き込んで、有意義な事業を実施いただくという方法もあります。グロー

バル補助金については最低限度３万ドル、支援する国側にもロータリークラブがないといけませんし、不正がない

ように慎重に進めることになります。こういうことをやりたいと思われることがあれば、地区財団委員会にお問合

せいただきたいと思います。”Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ”のＨＰをご覧いただけばＲ財団の状況などがお分かりいただけ
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るかとも思います。こちらのクラブではＲ財団に対してご理解いただき、毎年４月にご寄付いただいておりますが、

今日の話を聞いていただいて益々理解が高まりもうちょっと寄付しようかなと思っていただければと思います。最

後になりますが本日の卓話でお伝えしたかったことは、Ｒ財団の資金は皆さんの寄付から始まって、継続して、そ

れをクラブで使って、それによって自分のクラブが良くなるということだと思います。

閉会

会場変更例会(ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｲﾙ)並びに社会奉仕フォーラム開催について

１．日 時 ２０１５年１１月２６日（木） １９：００～

２．場 所 「 招龍亭 」金沢市西念 3-5-35 TEL076-233-1563
３．内 容 (1)飛騨産業㈱代表取締役社長 岡田贊三様による４５分の卓話

(2)例会・卓話はオープンスタイルとし、会員以外の方の参加も募ります。

(3)例会・卓話終了後、会員による社会奉仕フォーラム（20：15 ～ 20：30 予定）を開催いたします。

４．会 費 (1)会員及び友人・知人の会費は全額クラブが負担いたします。

(2)ご家族はお一人２千円をご負担いただきます。

５．その他 開会後、先ず卓話いただき、卓話終了後食事とさせていただきますので、ご招待者でお時間の都合

等で食事がご不要な場合は、その旨を下記にご記入ください。

幹 事 大路 孝之 社会奉仕委員長 永原 源八郎

パストガバナーからの手紙 242 回 2015.11.19
「君主論」マキャベリ思想の一断面 炭谷 亮一

普通の高校生ならマキャベリ著「君主論」は知っている(読破したかはともかく)。マキャベリは有名な「目的の

為には手段を選ばない」と言う名言ゆえに、「権謀術数」の本家本元とされ、現在に至る 500 年の間、多くの人々が

マキャベリに対して抱いているイメージは「悪の権化」「悪魔の代弁者」に近いものではないだろうか。私自身この 50
年間一度も「君主論」を読もうと言う気持ちにはなれなかった。ところが最近「ルネサンス研究」を進めていると、

必然的に「君主論」を読む必要性を感じ、早速最近読んだ。

君主論は政治的指導者が、巧みに国家を統治するには何をなすべきか、どの様な態度をとるべきかを記した指南

書である。統治の効率性を唯一の目的とし、他の一切を、とりわけ道徳的善悪を一切考慮していない。もちろんキ

リスト教的モラルも一切無視した態度である。しかも「君主論」は人民を含む国を、すべて指導者である君主の所

有物と見なす立場で書かれている。一例を挙げれば、マキャベリは征服者に対して次の様な趣旨のアドバイスを記

している。国家を征服する者は不正を避けることは出来ないのだから、どうせ不正を行うのであれば、小出しにチ

ビチビやるのではなく、一度にドンと大きくやった方が良い、そうしておけば毎日の様にズルズルと不正を犯し続

けずにすみ、人民を安心させることが出来るし、途中から恩恵を施し始めることが出来るので、そのことによって

一定の人々を味方につけられると冷静な醒めた認識を示し、道徳的に正しく支配しようなど露程も思っていない。

ただ巧みに不正を犯す方法を教えている。マキャベリが「君主論」の中で人間と言うものは一般的に利己的でまっ

たく善や道徳へと向かう性質を持っていない、そして人間すべてを邪悪なものだと一貫して主張している。

1512 年、メディチ家のフィレンツェ復帰に伴い、マキャベリは書記座を追われ、更には反メディチ家の陰謀に加

担したと言う疑いで約 5 ヶ月間投獄され、教皇レオ 10 世の即位による大赦で釈放されたがフィレンツェから追放さ

れ、近郊の山荘に居を構えた。1513 年マキャベリは失意の中、わずか数ケ月で「君主論」を書き上げた。彼の生前

にはこの書は公刊されることはなかった。手稿本としてかなり多くの人の目に触れてかなり反響を巻き起こした。

死後 5 年たって、1532 年に公刊された（マキャベリ自身、公刊されれば集中砲火的非難を浴びるのは火を見るより

明らかであり、生前に公刊することは諦めた）。「君主論」が公刊されるや、読んだ人々（ラテン語を）は身分の軽

重に関係なく嵐の様にブーイングを浴びせかけた。しかも発刊後 250 年の長きにわたり、これ程非難嗷嗷となると

はマキャベリ本人も墓下でびっくりしたことだろう。「君主論」はカソリック教徒であろうがプロテスタントであろ

うが、ヨーロッパ中で「悪書」とされ、ローマ教皇庁に至っては禁書目録にマキャベリの全著作を載せ、禁書とし

た。

ところが近年、マキャベリの独創的な思想を発展させた人々が現れる。例えばモンテスキューやルソーである。

ルソーは「社会契約論」において、「王公に教えをたれると見せかけて、マキャベリは人民に偉大な教訓を与えたの

である。彼の『君主論』は共和主義者の教科書である」と絶賛している。ところが 1930 年～ 1940 年代になってフ

ァシズムが全世界を揺さぶる様になると、人々はナチスやファシストの中にマキャベリ思想にファシズム成立のベ
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ースとなる内容を認めて、これを糾弾した。

私は君主論を読んで、今まで世界中の誰一人として、500 年間にわたって知得出来なかったことを、何んと私は

知ることが出来た（ちょっとオーバーかもしれないが、かなりシアリアス）。日本語訳の「君主論」の中に不思議な

ことがあった。虐殺の権化として有名なスターリン・ヒトラー達でさえ一目置いて最敬礼し、そしてロシアのプー

チンに至ってはハァハァハァハァと平伏する位の絶対的圧倒的権力を保持し、しかもヨーロッパの土地も人民もす

べての富もすべて自分達に帰すると考えていた、ヨーロッパにおいて比較出来る者が存在しない絶対権力者ローマ

・カソリックや教皇について「君主論」中に一切の記述はない。いやキリスト教の「キ」の字もない。そしてラテ

ン語で書かれた原書（金沢のすべての図書館にはもちろん存在せず）でさえも、ローマ・カソリック、教皇、キリ

スト教の記述は一切ないものと思われる。

かなり大きなことを言わせてもらえば、マキャベリ論・研究に大切な部分が欠如している言わざるを得ない。こ

こからは私「炭谷」が「君主論」の中に見い出した「黙示録」の様な点について述べることとする（例のダビンチ

・コードみたいなもの）。

上記の様にマキャベリは何故ローマ・カソリック、教皇、キリスト教について一切記述しなかったのか。それは

ローマ・カソリックや教皇について書けば、彼らの「偽善」「欺瞞」更には巨悪について記述、言及せざるを得なく

なることは、マキャベリには端の 8 月から解っており、上記の記述を含んだ書を公刊すれば、訴追、宗教裁判そし

て処刑されるのは、火を見るより明らかであり、やむなく思いとどまった。

碩学マキャベリはローマ・カソリックとキリスト教の最初で最大のウソ、つまり処女マリア（聖母）の「無原罪懐

胎」と言う大ウソ、天と地がひっくり返ろうとも、こんな奇蹟は絶対にありえないと見抜いており（もちろんマキ

ャベリはキリスト教を信じていなかった）。これを手始めにウソの上にウソを積み上げて教義（ドグマ）にして来た

こと、更なる別のウソをどんどん積み上げた「巨大なウソつき集団」そしてローマ・カソリックは「巨悪集団」に

なってしまったことを十分に熟知していた。

更に更に大教会には大変なスキャンダルが存在した。何十年、何百年前の大教会の跡地や周辺を発掘すると、過去

にいた聖職者達の性的欲求を満たす為に、下界としゃ断された場所に、秘密裏に女性達が囲われており、結果妊娠

すれば堕胎させていたと言う事実が浮かび上がり、ローマ・カソリックの教義もヘチマもあったものではない、何

んとも外道な、何んともおぞましい真実が存在することをマキャベリは知り抜いていた（私の想像だがキリスト教

なんてクソ食らえだと考えていたのだろうちょっと下品な表現だが!!）。
私は４０数年前東京で大学生活を送っていた頃から Sophia Univ.（上智大学）の様なプロテスタント系大学において

すら、秘密裏に外国人牧師の為に女性達が囲われていたと友人から聞いていた。マキャベリにとってローマ・カソ

リック教会の悪業の数々の中で、免罪符など、とるに足らない、かわいらしい「小悪」にしか過ぎないと考えてい

たのだろう。

近年卓越したマキャベリ研究者は、従来のマキャベリズムとはまったく異なる、マキャベリ思想には多面的相貌が

見い出せると述べる様になって来た。そしてマキャベリを表して、「真の愛国者」「冷徹な政治学者」更には君主制

撤廃を唱える「熱烈な共和主義者」の姿を見い出すことが出来ると表現している。

想像するに、もしマキャベリが現代に甦えったら以下の様に述べるだろう。・・・・・・・・

“私の「君主論」は現代の政治・経済にも相い通じるところがある。為政者たる者は、常に以下の点に留意しなく

てはならない。「すべての国民の為に国力を上げ、国富を増やし、国民の生活を向上させ、幸福に導く必要がある。

しかし残念ながら現実主義・功利主義に伴い、やむなく一部を犠牲にする必然性が出てくる、大多数の国民の為に

心を鬼にして断行すべし」と、つまり「悪」をもって「善」となせ!!”と、私はマキャベリは真の人文主義者（ヒ

ューマニスト）であったと考えている。

年忘れ例会のご案内 クラブ管理運営委員長

東海林 也令子 親睦委員長 武藤 清秀

１．日 時 12 月 17 日（木）19:00 開会（～ 21:30 頃）

２．場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ルミエール｣

１．会 費 (1)会員 6,000 円 (2)成人同伴者 9,000 円

(3)お子様（大人料理）6,000 円(4)お子様（子供料理）4,000
４．その他 (1)ｵｰｸｼｮﾝに出品される方は、別紙出品用

紙を添付の上、当日品物をご持参下さい。なお時間の関係

上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。

(2)飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

第 5 回日台ロータリー親善会議の御案内

2016.6.5（日）pm １より 石川県立音楽堂

コンサートホール

13:00 ～ 14:00 登録受け付け

14:00 ～ 15:20 会議 挨拶 活動報告

15:40 ～ 17:00 記念講演

田中作次 RI 元会長

黄其光 RI 直前会長

18:00 ～ 20:00 懇親会



- 5 -

百万石クラブとの合同例会を! 南光州 RC から 15-16 年度 3710 地区大会は 2016 年 5 月 28 日－ 6 月 1
日の 2016 ソウル国際大会場である KINTEX（ソウル近郊

高陽市）で 5 月 30 日開催する予定です。国際大会に南光

州クラブでは 45 名程参席し、百万石クラブと合同例会も

希望します。

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 井上正雄 表靖子 矢来正和 野村礼子 土田初子

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

クラブ例会予定
11/19 19:00～「オープンロータリー」

フラワーガーデン（金沢市藤江）21:00

11/26 19:00～「会場変更例会(ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｲﾙ)並びに

社会奉仕ﾌｫｰﾗﾑ」飛騨産業㈱代表取締役社長

岡田贊三様 招龍亭 20:30

12/17 年忘れ例会 ホテル日航金沢

2016 1/7(木）18:30 新年合同 ホテル日航 4F
5/30（月）南光州合同例会（ソウル近郊高陽市）


