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2015 年 12 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

謹 賀 新 年 2016年 元旦

点 鐘

１．開会挨拶 魏会長：皆様こん

ばんは。今日は足元の悪い中、ま

たお忙しい中、お集まりいただき

有難うございます。今年、会長の

お役を拝命して丁度半分が過ぎま

した。皆さんのお陰で２０１５年

最後の例会となりますが、一年間の良い事を覚え

て新しい年を迎えましょう。今年の漢字一文字は

「安」となりましたが、安保の「安」の意味もあると思いますが、日本の安全安心の「安」と私も中国

の人も感じていると思います。来年も安全安心の一年となるよう祈念しております。

２．ゲスト・家族のご紹介 計２７名

子ども夢ﾌｫｰﾗﾑ 代表 高木眞理子様

石丸会員ご家族 恭子様 正様 ひとみ様 志穂さん

稲山会員お母様 京子様

井上会員奥様 純子様

上杉会員ご家族 幸代様 南月さん 廉さん

魏会員ご家族 莉玲様 百夏さん 功揮さん

東海林会員ご家族 勝様 久美子様 千寛さん 誠尋さ

ん 紘伊さん

炭谷会員ご友人 マイケルさん

土田会員お孫さん 陽智さん

藤間会員ご家族 齋木康正様 彩乃さん 悠乃さん

村田会員ご家族 順子様 慶子様 季穂さん

吉田会員お孫さん 阿実さん

３． 寄付金の贈呈

◇ 子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子様：皆様とお会いできることを楽し

みにして参りました。相変わらずしずしずと活動を続けており、色々な気づきがありま

す。気がかりなことは私達が発する言葉が子ども達に届いていないことが多いなぁとい

うことです。でも私達大人は届いたつもりで話をし、誤解や摩擦を起こしてしまってい
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るのではと感じます。顔を見てしぐさや表情も加えながらやりとりをしていかなければいけない

と思います。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。今日は有難うござ

います。

◇ 金沢パイロットクラブ 会長 藤間 勘菊様：先日パイロットクラブでチャリティコ

ンサートを実施し、金沢百万石ＲＣからも友情とご支援をいただきました。２ケ所に寄付をさせ

ていただきました。引き続いてご支援をよろしくお願いいたします。今日は有難うございました。

４．グループ銀河による「ブラックパネルシアターと歌の共演」

紹介者：東海林会員 グループ銀河の和田啓子

先生とは数年来のおつきあいで今日は是非にとお願

いしました。先生からお預かりしたごあいさつ文を

読み上げたいと思います。”私達「グループ銀河」

は金沢市を拠点に主に音楽療法の実践やパネルシア

ターの普及に取り組んでいる障害児支援ボランティ

アグループです。今からご覧いただく「ブラックパネルシアター

と歌の共演」は銀河のスタッフだけで作った日本でただ一つしか

ない芸術です。これまで国内はもと

よりハワイ・スリランカ・韓国の３

ケ国でステージを踏ませていただきました。次なる夢はアメリカの玉ねぎホール？カ

ーネギーホールです。本日の演奏曲は「子守唄」「野に咲く花のように」「ネラ・ファ

ンタジア」の３曲です。それでは最後までごゆっくりお楽しみ下さい。なお、１５分

間会場が暗くなりますので、立ち歩かないようにお願いします。グループ銀河 代表

和田啓子 ”以上、代読いたしました。お子様は見えにくいかと思いますので、椅

子を持って前の方まで席を移動くださってもいいかと思います。よろしくお願いいた

します。

《 食 事 》
５．乾杯の挨拶 上杉副会長：メリークリスマス！ちょっと早いですが外は雪もちらつきまして雰囲気もバッチ

リです。たくさんのご家族ご友人をお迎えし、盛大な

パーティができることを嬉しく思います。今日はビン

ゴゲームの景品を気合を入れて吟味をしてご用意して

まいりました。この後、オークションも予定しており

ます。ごゆっくりお楽しみいただきまして大いに盛り

上がっていただけると幸いです。それでは、乾杯！

６．サンタの登場！（お子様卓へお菓子のプレゼント）

７． ニコニコＢＯＸ紹介 ￥55,000 本年度￥415,000 残高￥5,634,074-
稲山京子様：今宵楽しいひとときよろしくお願いいたします。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。この一時をおおいに楽しみましょう。まだ早いですが良いお

年をお迎え下さい。

大路孝之幹事：ゲストおよび会員のご家族様、ようこそ！年忘れ例会を楽しんで下さい！

石丸幹夫会員：千羽鶴ありがとう。本年は私の娘が突然の病にたおれ、大変な一年でしたが、

現在は一生懸命リハビリをしています。本当に皆様にお世話になりました。お礼申し上げます。

上杉輝子会員：メリークリスマス！！外は少し雪ですね。今年もそろそろおしまいですが来年

も良い年であります様に。

大沼俊昭会員：みなさま いつもごくろうさまです。

木場紀子会員：魏会長、大路幹事、前期有難うございました。

炭谷亮一会員：今夜は楽しみましょう。

宮永満祐美会員：一年間ありがとうございました。

水野陽子会員：今年もあっという間でしたが会長幹事様お世話になりました。

村田祐一会員：今年一年ありがとうございました。

吉田昭生会員：先ず役員の皆さま本縁はご苦労さまでした。本日ご参集の皆さま方のご欣幸多きことをのぞみます。
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８．ビンゴゲーム

宍戸紀文会員

アッシスタント

武藤清秀会員

表靖子会員

楽しい景品→

９．オークション

金沂秀会員 アッシスタント 井上正雄会員 川きみよ会員 高田重男会員 矢来正和会員 北山吉明会員

１

出品された会員： 石丸 高田 大路 金 木場 上杉 西村 稲山 大沼 水野 北山 井口 井上

土田 魏 吉田 藤間 若狭 永原 事務局

落札為れた会員： 若狭 藤間 村田 魏 西村 土田 武藤 表 水野 若狭 宍戸 村田 吉田 上杉

若狭 宮永 井上 高田 炭谷 石丸 西村 の皆さん 合計 120,000円

１１．ロータリーソング 「手に手つないで」

１０．閉会挨拶

若狭会長エレクト

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 247 回 2016.1.7

「なぜ平安貴族は日記をつけたか？」 炭谷 亮一
２０１３年６月藤原道長の（９６６～１０２７）２３年余りに渡って、彼自身がつづった日記『御堂関白」が世

界記憶遺産に登録された。その他平安貴族が書き残した日記が数多く存在する。

その多くは何十年にもわたって毎日書きつづられたものである。

どうして平安貴族は、そんなにマメに日記をつけたのであろうか？

よっぽどひまで時間をもて余し気味の為と思うかも知れないが、けっしてそうではない、貴族にとって日記を書き

つづけることは、彼らにとっても死活問題だった。日記をつける理由は平安時代に進んだ家門の分立である。平安

時代、藤原一族の分家化が進み上級貴族の８割が藤原氏の一族であり、藤原氏内部でも摂関家（宮廷の最高位の摂

政・関白）の子弟と他家ではまったく違う待遇を受けるなど、摂関を排出する家とそうでない家とがはっきり分か

れる様になった。

さらに、摂関を排出する五家の「摂家」以外の家も太政大臣まで出世出来る「清華」、有識故実や文筆におもにたず

さわる「羽林」「名家」などのランクが出来上がっていった。

貴族たちの官職や地位は、生まれた家の家柄によって決まる様になっていった。この様に官職や地位が一種の世襲

制となり、専門化が進んでいくと何ごとにつけて形式が重んじられ、先例が重視されるようになった。当然のこと

として、当時は宗教と政治の関係が深かったため、政務のなかには形式を重じなければならない儀式がたくさんあ

った。それらの儀式をとどこうりなく行なうことが、貴族や官僚として最重要課題だった。

そうなれば、先例をよく知らなければ政務をこなせない。先例をよく知っておくために重要なのは、過去の記録で

ある。

道長は政務に忙殺されてはいたが、２３年にわたり毎日日記をつけていた。現存する日記の自筆本は１４巻に及び、

これは１１世紀初頭の政治や世相を知るうえで甚だ貴重な史料である。

三代の天皇の外祖父となり、権力の頂点に立った道長はあの有名な望月の

歌「この世をば我世とぞ思ふ望月のかけたることもなしと思へば」と喜び

のあまり詠じたものである。文学面で、道長は優れた詩人であり歌人でも

あった、それ由自身の長女彰子を中宮として、一条天皇の後宮に納れ、中

宮彰子の側近に粒よりの才媛を女房としてはべらせたことは、女流文学興

隆を大いに助成した。そしてあの紫式部は中宮彰子に仕えた。「紫式部日記」

によれば道長は「源氏物語」に非常に関心を抱き、その面でも紫式部を後

援していた、そして道長と紫式部は愛人関係にあったのではないかと言う

説を支持している。私はこの二人は日本史上、最高の文人カップルではな

いかと考えている。そして「光源氏」のモデルは「藤原道長」ではないか

との説もある。真相はいかに？

南光州 RC との合同例会についての案

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（月）に開催する予定です。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。

参考 5/29（日）12:00（富山空港）～ 14:00（仁川国際空

港） ソウル国際大会場見学 ソウル市観光

5/30（月） 昼 金沢百万石・南光州合同例会

ソウル市観光

5/31（火）9:20（仁川国際空港）～ 11:00（富山空港）

月と 火の午前のみ 休めばいいので多数の御出席を

韓国南光州 RC 朴天學先生よりのメール

石丸先生、炭谷先生、

今年も後10日で終わります。その間色々お世話になりまして有難うございました。

会長宋根鐘

ソンクンジョン

2016-17 年度 理事・役員

会長 若狭豊

会長エレクト 上杉輝子

副会長 藤間勘菊

宮永満祐美

幹事 武藤清秀

副幹事 大路孝之

会計 西村邦雄

ＳＡＡ 布施美枝子

直前会長 魏賢任

理事

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員長

東海林也令子

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員長

川きみよ

会員組織委員会委員長

金沂秀

広報委員会委員長

宍戸紀文

常任理事 石丸幹夫

吉田昭生

木場紀子

オブザーバ等

パストガバナー 炭谷亮一

パスト地区幹事 岩倉舟伊智
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新年もご健康でありますようにお祈りいたします。

東日本被災地域図書寄贈の件は南光州クラブ3000＄、3710地区2000＄

合計5000＄をPartnerとして参与することを確定しました。

今年10月に韓国内姉妹クラブである南ソウルクラブと行つた地区補助金事業の

公文を（南ソウルクラブの）別に郵送しますからご参考して、百万石クラブで

公文をお送りくだされば必要な時送金できます。寄贈式参席は相談してみます。

16－17年度崔彰仁会長が任期中百万石クラブ訪問を計画しております。

その折は宜しくお願いします。 新年を迎え家族皆様のご多幸とご健康をお祈りいたしま

す。 朴 天 学

--------- 원본 메일 ---------
炭谷亮一 PG からの 寄付と 仙台での寄贈式へ招待への返事

クラブ例会予定
12/10 杉本 英宣様

株式会社できる 代表取締役

12/17 年忘れ例会ホテル日航金沢

12/24 休会

2016 1/7(木）18:30 新年合同例会

ホテル日航 4F
1/14 中川耕二様 地質学者

1/21 太田 豊様 雅楽奏者

1/28 笠原寿郎様 金大付属病院

医学博士・臨床教授

5/30（月）南光州合同例会（ソウ

ル近郊高陽市）

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 矢来正和 表靖子 野村礼子

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


