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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

点 鐘

１．ロータリーソング

『 手に手つないで 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶 昨日は久しぶりに

例会以外の親睦会でしたが、時間があっと

いう間に過ぎました。4/14は第2回のオープンロータリーデー

で場所をかえ主計町「土家」さんで開催します。皆さん周りの方

をお誘い合せのうえ金沢百万石RCの良さ・楽しさを感じていただ

き、一人でも多くの仲間が増えることを願っております。また何

年か前からお誘いしていた方に入会を決意していただきました。

４月１日入会の予定です。何年かかけて何回かお誘いして、金沢

百万石クラブの良さ・ロータリーの良さを伝えていただけたらと

思っています。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕丸六株式会社 代表取締役

社長 篠原 淳（しのはら じゅん）様

２）ビジターのご紹介 なし

《 食 事 》
４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀副幹事

①台湾南部地震お見舞金について、金沢百万石RCから56,000円をガバナー事務所へ送金したところ

ですが、RI2610地区へは2,425,226円が集まり現在台湾の送金先の確認をしているという報告があり

ました。

②JCからのご案内について、お手許にチラシをお配りしております。JCI 金沢会議 記念フォーラ

ムが 4/2(土) 14 時から金沢市文化ホールで開催されます。講師は女優の紺野美沙子さん、国連開発

計画 駐日代表 近藤哲生さんです。

〔委員会報告〕なし

５． ニコニコＢＯＸ ￥15,000- 本年度￥502,000- 残高￥6,061,553-

卓話講師 篠原淳様

魏賢任会長：皆さまこんばんは。篠原先生のお話を心より楽しみにしています。

柳生好春ガバナー

例会便り
第 824 回

ホテル日航 5F
2016 3.17（木）19:00
出席率13/44 29.54％

２月の平均出席率60.98％稲山 SAA

とても閑散とした淋しい例会場

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0821 2016 3.24

．
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石丸幹夫会員：本日は篠原淳氏をお迎えして、たっぷりキモノの話をきかせて下さい。

稲山訓央会員：昨晩は送別会を開いて下さりありがとうございました。明日山中座、明後日彦三でのコンサートが

弾き収めです。

６． 講話の時間

紹介者：石丸幹夫会員 今日の卓話の篠原淳さんをご紹介いたします。小学生の頃バドミントンを

して遊んだ坊やがこんなに大きくなってびっくりしています。岐阜の有名な英語教育の高校を出られ、

アメリカのスノーカレッジを卒業されました。１９９２年に商社に入られ、９８年に丸六株式会社に

入社、２０１０年に社長に就任された３代目です。”KIMONO FOR ALL すべての人に着物を”をス

ローガンにハワイでの着物販売やユニークな事業を展開していらっしゃいます。ロータリーよりも地

域発展のために沢山の仕事をされているという感じがします。なお、祖父は蓮寺の住職さんの吉山宥海様で金沢北

ＲＣのロータリアンでした。

『 出迎え３歩に見送り７歩 』
丸六(株)社長 篠原 淳（しのはら じゅん）様

私は金沢市問屋町で加賀友禅の製造卸をさせ

ていただいております。今年７０年目を迎え

る会社の３代目です。私は石川県の観光特使

をボランティアでさせていただいており、日

本の和服を通した地方創生についての活動の

ご紹介をさせていただきます。皆さんにお配

りした古地図は北陸大学の長谷川先生が監修

されたものです。我々長く生きて１００年ぐ

らい、長い歴史の中でその場所を使わせても

らっているだけで、新しく発展させることも

重要ですが今あるものも大切にしたいと思います。金沢城を借りきっての

きもの園遊会開催も今年で３年目です。地方創生と言われていますが我々

が忘れてきたこと、失いつつあることを思い出すことが地方創生の近道で

はないかと考えます。日本でも伝統文化である着物文化の振興を目的にお

城で行われるイベントです。５年前の震災の時には外国からのお客さんが

減り、日本で暮らしていた外国人が帰国する現状に危機感を感じ、２０１

１年秋にはホノルルのアラモアナショッピングセンターにある「白木屋」

で着物フェスティバルを行いＰＲ・販売をいたしました。現地で放送する

ＣＭを金沢で製作しました。新幹線開業後、たくさんのお客様が金沢に来

られていますが、１４０円の入場券でご自身のお客様をお見送りした方は

ほとんどいないと思います。人との出会いは大切ですが、別れをもっと大切にしたいと思います。本日のテーマは

「出迎え３歩、見送り７歩」お迎えする時は３歩前に出て見送る時はその倍前にでて見送ることがおもてなしだと

思います。”クールジャパン”という言葉がありますが、日本語では”俺ってイケてるでしょ”となります。海外の

方からするとおかしなニュアンスになります。海外の方からクールだねと言われるようになるのが本当の意味かと

思います。「ＲＥＳＡＳ」という国が公開しているビッグデータをがインター

ネットで見ることができます。その地域の経済が目に見える形で公開されて

います。金沢市にどこから来て、何日間滞在して、何を買って、いくらお金

を使ったかなど興味あるデータの掲載があります。東山でレンタル着物の店

をやっています。女性のお客様が多いですが、ご家族連れやカップルで男性

もいらっしゃいます。金箔ソフトよりも古地図をすすめています。和服をと

おして大事なものを再認識してもらえるようにと思っています。今後、海外や県外へご旅行の予定のある方はぜひ

お荷物の中に着物を１枚入れて、着ていただいたらうれしいです。最後になりますが、また会いたいなと思えるよ

うな時間と場所を提供していきたいと思っております。

７．質疑応答
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８．謝辞・謝礼 クラブの謝礼を寄付されました。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 257回 2016.3.24

「古代人の考えた死後の世界と仏教」 炭谷 亮一
１９７２年、高松塚古墳の壁画が発見された、更に１９８３年にはキトラ古墳の石室内からも類似した壁画が発

見された。

この２例が古代史上最大の発見と言われているのは、その壁画の内容が、ほかの装飾古墳とは様相をまったく異に

するものだったからだ。以前から私はそんなに興味を持っていたわけではないが、なぜだか古代の天皇陵（古墳）

について少し勉強する様になり、高松塚、キトラ両古墳の壁画は世界に誇れる第１級の文化遺産であるとの認識を

持つに至った。

その壁画の内容が、ほかの装飾古墳にある絵が抽象的な幾何学模様が多いのに対し、高松塚古墳には玄武・青龍・

白虎・朱雀（発掘時には朱雀のすべて欠損）の四神と、男女１６人の人物群像、天文図が、キトラ古墳には同じく

四神と十二支群像、天文図がともに極彩色で、くっきりと描かれていたのである。

ある説によれば、高松塚古墳の壁画は、被葬者を外出させる設定で、キトラ古墳の壁画は、被葬者の魂を昇天させ

る設定だとされている。設定は違うが、これらの壁画が意味するものは、古代人が考えた死後の世界だと言う。

つまり、極楽や地獄、輪廻転生といった仏教に基づく世界観が定着する以前の、日本人が描いた来世の姿なのであ

る。

古代の人々が考えた死後の世界は、現世と同じ姿で人々が存在するものだったことになる。

さて約３世紀の中頃から７世紀にかけて、多くの古墳がつくられた（現存するのは１６万基）。円墳、方墳、上円下

方墳などいろいろな形が存在するが、なんと言っても中心となったのは巨大な規模を特徴とする前方後円墳である。

当時は表面全体に石が敷きつめられ、周りや頂上には死者にまつわる人物、家屋、馬などをかたどった埴輪や、円

筒形の埴輪が並べられた。この様に美しく、盛大に祭られたのは、死者を悼むと言う目的のためだけでなく、死者

は神になると言う考えがあったからである。人は死んで神になる。神になってこの世を見守っている、そう信じら

れていたからこそ、大事に葬り、あがめた。

特にこの世で一つの共同体を率いた長に対しては、この信仰は強いものであった。

共同体の長の最たるものは大王（白鳳時代以降は天皇と呼ばれる）であった。自然のあらゆるものに神が宿るとい

う自然信仰、死者は神になるという御霊信仰、中でもその御霊の最高の存在である皇祖霊信仰、この三つが前方後

円墳に込められた古代日本人の精神性だった。そしてこの三つの特色をもった信仰は神道そのものであり、古墳文
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化は日本人の精神の根底にあった神道と結びついたのであり、その現れだった。

その後、日本人の精神性に影響を及ぼす信仰が次々に入って来た。道教、儒教そして何よりも大きな影響を及ぼし

たのは仏教であった。

このために仏教を奉じる蘇我氏とこれに反対する神道の物部氏が対立し、蘇我氏の勝利で終わったが、しかし神道

はなくなったわけではなく並存された。そこで大きな役割を果たしたのは聖徳太子（厩戸王）であり、法隆寺を建

立し、仏教を厚く信仰した。神道は前方後円墳のあり方でもわかる様に、主に氏族とか同族を中心にした共同信仰

であり、皆んなで一緒に信仰するものだった。聖徳太子は仏教を個人のレベルでとらえた、共同体の死者は御霊が

神になる様に、個人、ひとりひとりも死ぬと仏になると考えて信仰した。神道が共同宗教なら、仏教は個人宗教と

言える。

そして、どちらも神と仏と言葉は違っても、御霊が神になる、御霊が仏になるというのは、ほとんど同じ考え方で

あった。だから日本人は神道も仏教も同じ感覚で受け入れ、信仰することができた。これが「神仏習合」であり、

この「神仏習合」が日本人の精神性をどれだけ豊かにしたかは、計り知れない。

次々と寺院が建立されると、古墳は姿を消した。寺院の五重塔は仏舎利（釈迦の骨）を納めるところであり、人々

の御霊を納める墓所も設けられ、古墳を代替するものとなった。

2016-17 年度 地区研修・協議会開催について

今年度は砺波ロータリークラブがホストとなり４月１０日（日）に開催されます。

つきましては、2016-17年度の会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入会３年未満）の方々には

出席義務としてご登録いただきますようお願いいたします。

ご不明な点は事務局までお願いいたします。

会長 魏賢任 会長エレクト 若 狭 豊

016 － 17 年度のための地区研修・協議会 ホストクラブ/砺波ロータリークラブ会長 稲垣 晴彦

実行委員長 近江 美郎

国際ロータリー第 2610地区 ガバナー柳生 好春 ガバナーエレクト 岡部 一輝

１．開催日時 平成２８年４月１０日（日）

【次期クラブ会長会議】 11:15～ 12:00 （10:45登録・受付）

【全体会議】 12:45～ 17:55 （12:00登録・受付）

２．開催場所 砺波市文化会館 富山県砺波市花園町１-３２ TEL : 0763-33-5515

和風会館「ふかまつ」 （第３分科会会場） 富山県砺波市中村１９６ TEL ：0763-32-2201

３．出席対象者 【次期クラブ会長会議】

財務委員長、現・次期地区監査委員長、次期クラブ会長 ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、

オブザーバー：ガバナーノミニー、ガバナーノミニーデグジネート、2017-18年度地区幹事

次期地区、地区財務委員長

【全体会議】

特別出席者(パストガバナー・現・次期ガバナー補佐・次期地区正副委員長)

次期〔会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長〕

入会 3年未満の会員

４．登録料 １名 4,000円（特別出席者の方々も合わせてご登録をお願いいたします）

※金沢百万石ＲＣはクラブが負担します

５．プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 砺波市文化会館 多目的ホール

10:45 登録・受付開始 (全体会議前に開催)

11:15 次期クラブ会長会議（次年度予算の承認 他）

12:00 終了 ※クラブ会長会議にご出席の皆様にはお弁当を準備しております。

【全体会議】 砺波市文化会館大ホール

12:00 登録・受付 12:45 全体会議Ⅰ 開会点鐘 15:40 ※
分科会

17:00 分科会終了 17:15 全体会議Ⅱ 17:55 閉会点鐘

分科会 (15：40～ 17:00) について
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以下のとおりです。

分科会 対象者 第１分科会 クラブ会長・幹事・会計・理事･役員・ガバナー補佐(現次期)

≪大ホール≫ 会員拡大増強委員会、職業奉仕委員会、米山記念奨学会委員会

第２分科会 国際青少年交換委員会、ローターアクト委員会、インターアクト委員会

≪多目的ホール≫ 社会奉仕委員会、友情交換委員会、R財団委員会

第３分科会 広報委員会、ロータリー情報委員会、雑誌委員会

≪和風会館ふかまつ

≫

第４分科会 入会3年未満の会員

６ ≪研修室≫

＊次期会長･幹事のご登録、また各分科会には１名以上のご登録をお願いいたします。

＊登録用紙はお名前の誤記を防ぐため、データでメールにてご返信下さいますようご協力をお願いいたします。

＊ネームプレートは各クラブにてご用意頂き、ご持参下さいますようお願いいたします。

なお、「特別出席者」のネームプレートは、当方で準備いたします。

＊当日の資料をクラブ毎に受付時にお渡しいたしますので、次期幹事は受付までお越し

下さい。

＊特別出席者の皆様は、個々に受付を頂きますようお願いいたします。

＊次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。

＊駐車スペースに限りがありますので、できるだけマイクロバス等の相乗りをお願いいたします。

＊自家用車でお越しの方は、駐車場係担当者の誘導にご協力をお願いいたします。

朴天學先生よりのメール 炭谷先生，石丸先生，

お元気のことと思います。お送りくださつた図書寄贈Project地区補助金書類は会長と検討しました。これで大丈夫であります。翻訳

してあげましたのでクラブで地区に申請します。

1. 補助金は世界大会の時現金であげることにしましたがいかがでしょうか？

2. 寄贈式の後，寄贈式の写真と，図書購入書店（明文堂）の領收證

（図書目録と価格添付）をくだされば、

この地区補助金Projectが終わります。

申し訳ありませんが今年度の3710地区大会の件ですが，

RI世界大会がある高陽KINTEX2階で5月30日午後2時から開催します。

柳生好春ガバナ-様をはじめ2610地区沢山の会員がご参加してくだされば

栄光でございます。柳生ガバナ-様の祝辞と写真は4月末までお送りくださるようにお願いします。高陽でお会いする事，楽しみとし

ております。 朴天学

クラブ次年度委員会役割案 2016～ 2017
石丸幹夫：その他友好クラブ 会報 井上正雄:親睦 ＳＡＡ ニコニコ 井口千夏：例会 会員増強

岩倉舟伊智：友好富山西 Ｒ財団 上杉輝子：米山 青少年奉仕 広報 上田喜之：例会 ＳＡＡ 会報

江守巧：クラブ細則 C 青少年奉仕 江守道子：書き損じハガキ 会報 大路孝之：その他友好クラブ Ｒ財団

（ラオス） 米山 青少年国際奉仕 大沼俊昭：親睦 書き損じハガキ 表靖子：ニコニコ ロータリー情報

勝山達郎：親睦 世界社会奉仕 川きみよ 奉仕プロジェクト委員会委員長 魏賢任：その他友好クラブ

会員増強 北山吉明：会員増強 親睦 修練 杵屋喜三以満：北クラブ 修練 木場紀子：富山西 修練

金沂秀：R 財団 会員増強 修練 相良光貞：親睦 書きき損じハガキ 宍戸紀文：広報委員会委員長

東海林也令子：クラブ管理委員会委員長 炭谷亮一：細則 C R財団（ラオス） 高田重男：青壮年奉仕 会

員増強 竹田敬一郎: 親睦 書き損じハガキ 辰己クミ：例会 社会奉仕 谷伊津子：富山西 社会奉

仕 土田初子：米山 ロータリー情報 永原源八郎：職業奉仕 社会奉仕 西村邦雄：R財団（ラオス）

広報 野城 勲：富山西 書き損じハガキ 後出博敏：細則 書き損じハガキ 野村礼子：社会奉仕
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会報 藤間勘菊：北クラブ その他友好クラブ 米山 布施美枝子：SAA ロータリー情報 二

木秀樹：北クラブ 職業奉仕 水野陽子：例会 社会奉仕 宮永満祐美：その他友好クラブ 青少年奉仕

武藤清秀：幹事 村田祐一：その他友好クラブ 職業奉仕 矢来正和：ニコニコ 広報

山崎正美：親睦 書き損じハガキ 若狭豊：会長

創立 20 周年記念式典・祝宴のご案内

RI第 2750 地 区 東京世田谷中央ロータリークラブ

会長 坂本旦子 幹事 佐々木悟

創立 20周年実行委員長 近藤 禎夫

≪日 時≫ 5/17(火)登録開始 11時 式典 11 時 45分～ 12時
30分 祝宴 12時 40分～ 14 時 20分
≪場 所≫ ホテル・ニューオータニガーデンタワー 5階 「

鳳凰東中の間」TEL:03-3265-1111
≪登録料≫ 15,000 円 出欠を 4/7 までに事務局宛よろしく

お願いいたします。

クラブ例会予定
3/17 篠原淳様 丸六(株)社長

3/24 古賀克己様 (株)アルプ社長

3/31 休会

4/7 ＰＥＴＳ報告・次年度方針

理事会 招龍亭

4/14 （木）「土家」オープンロータリー

5/12 高崎 RC 来る

5/19 理事会

5/30（月）南光州合同例会

6/2 休会

6/5（日） 日台例会

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 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://100rc.jp/
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


