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2016年 4月のロータリーレートは１ドル＝ 116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．ソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶 今年度の

例会もあと２回となりますが、嬉

しい事が沢山あります。金会員ご

紹介の道端勝太さんが４６人目の

正会員となります。今年度の最低目標は達成しますが、５０名の目標に対してあと４名、残り半月あり

ますので、身近にいる方に声かけを引き続きしていただきたいと思います。また今日は私が尊敬する岸

先生のパート２のお話を聞かせていただきます。前回は金沢の町家のお話でしたが、今回は職業的な経

営者の悩みの解消につながるのではないかとお願いしました。

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕岸アートライフ研究所 所長 岸 弘 市（きし こう

いち）様

〔米山奨学生〕黄 懿園（こう いえん）様

２）ビジターのご紹介

七尾みなとＲＣ佐味貫義様 香林坊ＲＣ池田義則様 香林坊ＲＣ

小幡謙二様 東京本郷ＲＣ澤部利蔵様

３）米山奨学生へ奨学金支給とご挨拶 黄 懿園（こう いえん）様 今日もまた東京から帰っ

てきたばかりです。先週は面接をしたり、今週は３日間のインターンシップがありました。今日の午前

バスに乗りさっき着いたばかりです。学校の勉強と就職活動で忙しくしています。有難うございました。

４）皆出席顕彰 該当者なし

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

①来週の例会は、本日同様この会場において開催いたします。

② 6/25（土）のご出欠がまだの方は、本日中に事務局までお願いいたします。なお会場
がご不明な方は、事務局までご確認いただきますようお願いいたします。

柳生好春ガバナー

例会便り
第 834 回

ホテル日航 5F
6/16（木）19:00
出席率 25/45 55.55 ％
５月の平均出席率 66.13 ％宍戸紀文 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0831 2016 6.23

．
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〔委員会報告〕

武藤清秀副幹事：次年度ベルギー短期交換学生受入れについて地区からの依頼がありま

す。8/14（日）～ 21（日）男子 9 名、女子 14 名を受け入れる予定となります。例えば２
名１組をここで受け入れますと、2017 年夏季に大学生１名の派遣枠を確保できるという
ことです。もし可能な方・希望される方がありましたら、会長エレクトもしくは次期幹事

の私まで申し出ていただければ有り難いと思います。

５． ニコニコＢＯＸ ¥19,000- 本年度¥- 残高¥6,057,553-
金沢香林坊ＲＣ池田様：おかげ様で何とか石川県内３３クラブ全てメーキャップを完

了する事ができました。お世話に成りました。

金沢香林坊ＲＣ小幡様：先日は日台おつかれ様でした。翌日にリン台日理事長を中川

パストガバナーと小松空港まで見送りをした時、車中で水引の折鶴にたいそう感激を

しておられました。藤間さんの気配りとか、その旨お伝えしておきました。

魏賢任会長：皆さまこんばんは。岸先生のお話を心より楽しみにしています。黄さん、

日台親善会議の際、いろいろとありがとうございました。ご苦労様でした。また岸先

生に一日も早く百万石ロータリークラブの正会員になるように祈念しています。

大路孝之幹事：岸様ようこそ、卓話よろしくお願いいたします。

木場紀子会員：先週はお花ありがとうございました。玄関の花瓶に美しく咲いています。岸様 卓話楽

しみにしています。

永原源八郎会員：岸弘市様 卓話楽しみにしています。「バースデー来世へのカウントダウン」嬉しくも

あり嬉しくも〇〇 明日で７４才です。まだ海外２０ケ国旅行したいです。

６． 講話の時間 紹介者：魏賢任会長 岸先生は岸アートライフ研究所所長で国家資

格「キャリアコンサルタント」や産業カウンセラーの資格もお持ちです。岸先生のおじいさ

んが金沢ロータリークラブ創始者のおひとりでもございます。

『 人生１００年、今からなんだ、これからなんだ 』 岸 弘 市（きし こういち）様

生キャリアの支援を重視する時代

これまで色々な民間機関が認定した「キャリア・カウンセラー」とか「キャリ

ア・コンサルタント」などという資格があったが、平成２８年４月から名称独占

の国家資格「キャリアコンサルタント」制度がスタートした。

アベノミクスの「１億総活躍社会」で、若者の就職支援や従業員のキャリアアッ

プ支援の強化も打ち出された。長寿社会を迎え、今後人生の全てのステージにお

ける人生キャリアの質的向上も目指すことになるので、国家資格キャリアコンサ

ルタントの重要性が増してくることになる。

私はこの度「キャリアコンサ

ルタント」の国家資格を取得したので、本日は「人生１

００年、今からなんだこれからなんだ」のテーマで、平

均寿命男性 80.56 歳、女性 86.83 歳という超長寿社会に
おいて、いかに有意義な人生を送るかということについ

て皆様と一緒に考えてみたい。

高齢期の特徴

肉体的には若くないし昔のように頑張りは利かない。

しかし気は若い。まだまだ意欲もある。人生経験は深ま

っており、少々のことではめげない。家庭や仕事の面で

の生活環境は劇的に変化する。

今や人生 90年 100年の時代になった。こうやって今日も元気に百万石ロータリーの例会に出席している
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ではないか。それなりに社会貢献もしている。まだまだやれることがある。今からなんだこれからなん

だ。

我らシニア世代が新しい時代の先達

我々シニア世代こそが新しい長寿社会の先達として、遅れてくる世代のために新しい生き方、目標とさ

れる生き方を示さなければならない。

人も良し我も良しの考え方で。まず心身の健康が大切だが、特に心の健康が大切。良い人間関係を作

ることがストレスを減らし、心の健康を保つことになる。

出会いを喜んでいるとチャンスに恵まれご縁が繋がる。気づいたことはすぐ実行。気づくということ

は自分の意志ではない。大いなるものが気づかせてくれたのだから実行する使命がある。過去は全て良

い経験だったのだ。自分が人生劇場の主役。大根役者が殿様の役をやり、千両役者が下男の役をやるこ

とだってある。シルバーエイジは人生で初めて自由な時間が非常に増える年代。ジルバーライフを謳歌

しよう。

良きコミュニケーションづくりは「聞き上手」から

人は聞いてもらうほうが嬉しい。言うこと３割、聞

くこと７割を心がける。真に聞く気になって聞く。先

入観を持たずに白紙の心で。「聞く」ということは相

手の気持ちを理解すること。相槌を打ち「そうね」と

先ずは肯定的に受け入れる。相手の立場になって共感

すれば良いコミュニケーションが取れる。「聞き上手」

になって良いコミュニケーションを心がけ、心豊かな

人生を過ごしたいものである。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼

９・東京本郷ＲＣとのバナー交換

澤部利蔵様様：東京文京区にある本郷ロー

タリークラブより参りました。今日は間違え

て昼にお邪魔しまして、ただ今、別の会合が

終わってから再度来ました。クラブでは毎年

東京ドームで少年野球事業を行っており、ク

ラブアイデンティティは青少年育成というこ

とになります。私はクラブで４年間会計をつ

とめ、地区では職場体験とインターンシップの委員をやらせて

いただいております。今日はご縁あってこちらに来ることがで

きましたので、バナー交換をと思って参りました。ありがとう

ございます。

点 鐘

パストガバナーからの手紙 267回
全文削除本「花火」 炭谷 亮一

昨年芥川賞を受賞した「又吉直樹」の花火ではない、「全文削除」を検閲を行う内務省から命じ

られたのが、１９４２年（昭和１７年）改造社の雑誌「文芸」の１０月１日号に掲載された太宰治

作の「花火」である。しかしまもなく１０月 8日付で全文削除を命じられた。
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理由は「一般家庭人ニ対シ悪影響アルノミナラズ、不快極マルモノト認メラル」と言うものだった。文

章の削除が命じられただけで、出版法を適用した発売禁止ではないので比較的軽い処分と言える。太宰

自身も、「作家の今後の活動は一切さしつかえないと言う事だそうだ、まあ、私も悠然と仕事をつづけて

行きます。」と気にとめる様子はなかった。

さて作品のあらすじだが以下のようである・・・・・

高名な洋画家鶴見仙之助夫婦に二人の子供、長男・勝治と長女・節子がいた。勝治は医者になることを

期待されていたが、勝治の夢は違うところにありたびたび父と衝突した。

よくあることだが、勝治は非行に走る様になる。妹・節子のきものを質に出す、金を無心する、それ

でも妹は兄をかばいつづけるが、その行状は悪化するばかり。しまいには妹の金品ばかりか、肉体をも

うばう、又父の絵を勝手に金に換えてしまった。家族から見放される位い非行は激化した。ある月夜に

勝治と節子のもとに突如、父があらわれる。父は勝治と池にボートをこぎ出す。そして帰って来たのは

父だけ。翌朝勝治は溺死体で発見された。

勝治に多額の保険金がかけられていたことから捜査は家族に及ぶ。はじめに節子を釈放した検事は、彼

女をこうはげます。

「悪い兄さんでも、あんな死に方をしたとなると、やっぱり肉親の情だ、君も悲しいだろうが、元気を

出して。」節子は「いいえ」と晴れ晴れと答える。「兄さんが死んだので、私たちは幸せになれます。」「幸

せになれます」と言う１９歳の少女の言葉に、世間で言う肉親の情はもはやない。彼女の生々しい本音

がつげられたところで小説は終わる。

実際読んでみれば解るが、何んら問題点などない小説である。実は１９４２年この年に有名な言論弾圧

事件「横浜事件」が勃発していた。「横浜事件」とは「改造」の８月・９月号に連載された細川嘉六の「世

界史の動行と日本」が共産主義的として発禁処分をうけたのをきっかけに細川が治安維持法被疑で検挙

され、その押収品をもとに神奈川県警特高が中央公論社、改造社の編集員１８名を共産党再建の合議を

企てた容疑で一斉に検挙した事件だ、その後も他社のスタッフをふくめて終戦まで合計４９名が検挙さ

れ、その内４名が獄死した。この過程で「改造」「中央公論」は廃刊においこまれている。

この様に国内で共産主義分子への攻撃が激化した時期に太宰の「花火」が発表された。「花火」には何ん

ら政治的な色彩はないが、勝治の悪友として「マルキシスト杉浦」が登場している。当局による全文削

除の理由としては以下の点にある様だ・・・・「勝治と称するいち青年は親・兄妹の忠告に反抗し、マル

キシストを友とし」とこの部分つまり小説にとって大して重要な人物でない人物が「マルキシスト」で

あることが処分決定に少なからず影響したのだろうと考えられる。「横浜事件」でセンシティブになって

いる当局の過剰な処分と言える。

その「花火」は、戦後の著作集「簿明」（昭和２１年１１月新紀元社）に「日の出前」とタイトルを変え、

内容はそのままに掲載された。現在新潮文庫 太宰治作「きりぎりす」に収録されている。一読をお推

めしたい。しかし「又吉直樹」の花火の方がおもしろい！！
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プラハシティ RCからの姉妹クラブ要請

概略 チェコの首都プラハ（プラーク）の案内 魅力 歴史

会長様 私どもはヨーロッパにいくつかのパートナークラブがありますが、新しい日本の友人を望ん

でいます。金沢が第一志望です。あなたのクラブ会員がご希望され基

礎的英語力がおありでしたら問題はないでしょう。どうか新しい中欧

の友人を持つことをクラブで検討してください。私どものクラブは 30
名以内ですがとても活発で、多くの人道的プログラムがあります。40
％が女性会員です。我がクラブのモットーは Rotary is Funで RIフ
ァミリーとしてたのしみながら奉仕をする事です。

会長様 プラークから貴方とクラブの会員の皆様に心から希望いたし

ます。お返事をお待ちしています。 Vladimir Petranek

クラブ例会予定
6/5(日) 日台例会
6/9 村田祐一会員 日航 3F
6/16 岸 弘市様 日航 3F
6/23 卓話者未定 日航 5F
6/25 会長幹事慰労会 玉寿司

6/30 休会
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V 金沢百万石ロータリークラブ賞

6 月 18・19 日 二日間に渡り、第 40 回ピティナ・ピアノコンペティション
金沢西地区予選が開催されました。金沢百万石ロータリークラブ賞は、輝

く未来に向かって成長してほしいと願いを込めて、A2 級(未就学児部門)と
A1級(小学 1・2年生部門) の最優秀者に授与しております。
表彰式では、魏 会長より下記のお二人に金沢百万石ロータリークラブ賞が

贈られました。

A2級 新井 友水 さん (金沢市)

A1級 岡沢 芽依 さん (高岡市)

東海林也令子会員記

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


