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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

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー岡部一輝 （南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング

『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長挨拶

今日は今年度最後の例会です。一年

間いろいろと有難うございました。

やっと鐘のコツをつかんで、今日は一番うまくいったと思います。会員増強では皆さんのお力添えで５

０名の最大目標には４名届かないですが、お陰さまで４６名達成できました。私共のクラブの魅力を伝

えさせていただき、感じていただけたと思います。今後さらに入会いただく方がいらっしゃることを楽

しみにしたいと思います。またこの後行なう理事役員会でご承認いただけたら、日航ホテルさんも４７

番目の特別会員として入会いただく予定です。感謝で胸がいっぱいです。有難うございました。

１）ゲストのご紹介〔卓話者〕劇団ミロ主宰・劇作家・映画監督 水上猛之（みずかみ たけし）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〕 大路孝之幹事

①本日臨時の理事役員会を「松の間」において開催いたします。

② 6/25（土）は 19時より片町「金澤玉寿司」におきまして親睦会を開催いたします。
③ 6/30（木）例会は休会です。
④ 7/7（木）若狭年度第１回目の例会はホテル日航金沢５Ｆ「松竹」、また例会後、新年度
の理事役員会を開催いたします。

〔委員会報告〕

東海林也令子会員：今日の会報に掲載いただきましたが、毎年百万石ロータリー様から後

援をいただいているピティナ・ピアノコンペティションが先週土日に行われ無事に終わり

ました。お忙しい中魏会長にお越しいただいて、子供達に賞状とトロフィを渡していただ

きました。有難うございました。

５．ニコニコＢＯＸ ¥17,000- 本年度¥795,000- 残高¥6,074,553-
魏賢任会長：皆さま、こんばんは。水上先生のお話を心より楽しみにしています。一年間

本当にありがとうございます。

例会便り
第 835 回

ホテル日航 5F
6/16（木）19:00
出席率 24/46 52.17 ％
５月の平均出席率 66.13 ％西村邦雄 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
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大路孝之幹事：水上様ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。興味ある演題です。楽しみにしてい

ます。

上杉輝子会員：魏さんおつかれ様でした。梅雨らしい毎日少しうっとおしい毎日ですが、私は大好きな

季節です。水上様ようこそ。お話楽しみにしています。

江守巧会員・道子会員：最終例会会長幹事ありがとうございました。新しい役員の皆様よろしく。

杵屋喜三以満会員：先日の日台の折の謝礼の一部 ニコボックスいたします。今年度は特にお休みばか

りで申し訳ございません。

東海林也令子会員：後援いただいておりますピティナ・ピアノコンペティションが無事終了いたしまし

た。金沢百万石ロータリークラブ賞は金沢市の新井友水さんと高岡市の国沢芽依さんに贈られました。

魏会長ありがとうございました。

永原源八郎会員：最終例会、会長幹事ご苦労様でした。水上様卓話楽しみにしております。

吉田昭生会員：魏さん一年間精一杯会長職を務められた事に拍手を送ります。ご苦労さまでした。

２．講話の時間

藤間勘菊会員：劇団ミロ 主宰 劇作家 映画監督。 珠洲出身・在住２００９年に劇団ミロ旗揚げ。

泉鏡花作品の現代語訳とその読み語りをライフワークとする。定期公演の「怪譚会」（かいだんかい）、「す

ず里山里海映画祭」を主催。鏡花作品を通じて金沢の魅力を発信するユニット「鏡花スタイル」におい

てストーリーテラーをつとめる。脚本・演出の「絆～もう一度あの場所で」が、第 50 回全国青年大会
演劇部門 最優秀賞受賞（最優秀舞台美術賞も同時受賞）

『 鏡花作品に描かれた金沢の風景 』

水上猛之（みずかみ たけし）様

金沢出身の文豪・泉鏡花は、金沢を舞台と

した作品を多く発表しています。そして、

その作品に描かれている町並や風景は、今

もまだ多く金沢にのこっています。今回の

卓話では、金沢を舞台とする泉鏡花の代表

的な作品である「照葉狂言」（てりはきょ

うげん）を、オリジナル現代語訳による読

み語りでお聞きいた

だきます。鏡花作品

の魅力を入口として、

あらたに金沢の魅力

にふれてくださる方

が増えてくださることを願っています。と同時に、郷土の歴史と

文化を守っていくことの大切さをお伝えできればと存じます。

７．質疑応答

８．謝辞・謝礼 点 鐘

例会開始例会便り
第 836 回
金澤玉寿司

6/25（土）19:00
会長幹事慰労会並びに

新会員歓迎会

出席率 26/46 56.52 ％
５月の平均出席率 66.13 ％武藤清秀 SAA
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１．若狭豊会長エレクトより慰労の言葉と花束贈呈並びに新入会員歓迎の言葉

２．宮永直前会長よりメッセージ（井口会員代読）と花束贈呈

３．魏会長並びに大路幹事よりご挨拶

４．新会員ご紹介

・村上 咏実子（むらかみ え

みこ）会員

・道端 勝太（みちはた しょ

うた）会員

３．乾杯：吉田昭生会員

《 食 事 》

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

① 6/30（木）は休会です。
② 7/7（木）例会並びに理事役員会をホテル日航金沢５Ｆにおい
て開催します。

４． ニコニコＢＯＸ

¥9,000- 本年度¥787,000- 残高¥6,083,553-
魏賢任会長：皆さまこんばんは。一年間本当にありがとうござ

いました。感謝しております。森さん、村上さん、道端さんご入会おめでとうございます。おおいに楽

しんで下さい。皆さま心よく温かく見守って下さい。

炭谷亮一会員：魏年度の関係者の皆様御苦労様でした。今期は会員増強に頑張りましたね。我がクラブ

市場最高の年度でしたね。更には昨日東日本大震災の被災小中学校１０校への図書寄贈ついに実現しま

した。まさに今年度はビッグイヤーでした。来期も頑張りましょう。

西村邦雄会員：会長・幹事御苦労様でした。

８． 中締め ：上杉副会長

宍戸紀文会員 ３本締めで

例会終了

パストガバナーからの手紙 268回 2016.7.7
「昔は良かったか？」 炭谷 亮一

物心ついた頃から、私はよく大人達が昔は良かったとノスタルジックに述懐しているのをよく耳にし

て来た。

私は子供心に文明の発達した今現在の方がくらしやすいに決まっている。「いや」そんな物質的な面だ

けではなく精神面だとする主張する大人達がいたがじゃ封建時代の方が良かったのかとの問いに、「いや」

そんな前ではなく戦前におこなわれていた修身教育や教育勅語や道徳教育が確固として行われていた頃

が良かったと主張しているが、実は戦前の新聞・雑誌・書籍からは、不道徳な大人や子供の行動例がい

くらでも大量に見聞することが出来る。百歩さがって不道徳な例の数が戦前と戦後は同じ程度だとする

と、現代では戦前とは比較にならない程の自由そして平等と民主主義が存在する。明らかに戦前よりも

良い時を迎えていると言って過言ではない。例えば永井荷風は日記文学として有名な、「断腸亭日乗」に、

何度も怒りを書き綴っている。レストランで子供が走り回っていても注意しない親、大人をバカにする

言葉を投げつけてくる近所のガキども、電車で老人に席をゆずらない若者、近頃の学校教育はたるんど

る。私の子供時代はこんなじゃなかった。大人に敬意を払っていた等と書きつづっている。もちろん荷

風の認識は間違いだったと言える。例えば荷風以前の江戸時代後期の「世界見聞録」と言う書物には、
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ちかごろの武士も町人も坊主も百姓も道徳心を失ってしまったと書きつづっており更には今の若い物は

・・・・と嘆くグチばかりが書かれていて苦笑せずにはいられなかった。いつの時代も老人（大人）は

人々の心は荒廃する。一方で昔は良かったと思い込んでいる様だ。あの思想家として有名な孔子でさえ

以下の様に述べていた。“いまは人の心が荒れて殺伐とした時代になってしまった。昔は名君が善政を行

い、人々は礼を守って清く正しく仲良く生きていたのになあ”と孔子は自分の生まれる何百年前のこと

なんか知る由もないことを述懐している。１００％ウソもいいとこ、妄想妄言にすぎない。話を現代の

日本にもどすと、例えば犯罪発生率は過去の統計のある時代から遡っても、現在がもっとも低い。

更にはアメリカのジャーナリストのファリード・ザカリア氏は著書「アメリカ後の世界」の中で、現在

の世界は歴史上もっとも犯罪と戦争が少ない平和な時代なのかもしれないと述べている。

私し的には東西冷戦が終結した割には、世界各地で民族・宗教戦争がたえずおこり、テロも増えている

のではないかと思うが、冷静に比較すると１９７０年代８０年代には数百万人単位の犠牲者が出る戦争

があったのに、現在ひんぱんにおこっている戦争やテロではそれほどの犠牲者が出ていないと言われて

いる。

実は戦争や犯罪は減ったのに、テレビやネットを通じた報道量が飛躍的に増えたことで、現代人は世界

中からくり返し恐怖情報を知らされることになり、その為昔より危険が増したと誤解している様だ。

例えば詐欺の被害も同様である。オレオレ詐欺に始まる新手の詐欺が雨後のタケノコの様に出てくるわ、

出てくるわの現状であるが、何んと驚くなかれ戦前の方が現在の１０倍詐欺事件が発生していた。

最後に言わせてもらうが、現代は文明・文化が発達し、しかも自由と民主主義が担保され、物質的に豊

かになった今が一番のはずである。

“昔が良かった”と述懐するのは“若き日の淡い初恋”を思い出してノスタルジックにあの恋は素晴ら

しかったと言っている様なものなのかも。若狭丸の出航を祝いたい！！

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
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ハートフル・プロジェクト 宮城県亘里町小小中学校図書寄贈式

6/24 亘里町荒浜小学校

かねてから炭谷亮一パストガバナーを中心に進められた東日本震災の被害地だが

報道されることもなく支援がわすれられ、行き届かなかった宮城県亘里町小中学校

に図書寄贈がおこなわれました。仙台 RC 金沢百万石 RC 高崎 RC 韓国南光州

RC （株）明文堂 代表取締役 清水満 氏のお世話で 660 万円相当の図書が寄
贈されました。

内訳は 仙台 RC100 地区補助金 100 金沢百万石 RC 60 高崎 RC 10 南光

州 RC60 （株）明文堂 330（現物）

出席は仙台 RC会長 大槻昌郞 社会奉仕委員長 飯岡智等 計 11名、
金沢百万石 RC 魏賢任 炭谷亮一 岩倉舟伊智、 高崎 RC 吉井良弘 市川豊行、 南光州 RC
千命培 朴天学 李承采、 富山 RC 清水満、 ロータリーの友編集長 二神典子 の皆様

仙台 RC 大槻昌郞会長

金沢百万石 RC 魏賢任会長 南光州 RC 李承采 PG 朴天学地区委員長
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今回の立役者 炭谷亮一 PG
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道端勝太さん 北國新聞社 5月 31日(火)3時 10分配信
「コールドパーマ」跡に和菓子店 ひがし茶屋街、同級生が協力

オープンの準備を進める道端さんと中島さん＝金沢市東山１丁目

「コールドパーマ」の看板で親しまれた金沢市のひがし茶屋街の美容室跡地に６月

１日、和菓子店がオープンする。茶屋街で生まれ育った道端勝太さん（３５）と和菓

子職人の中島一（かず）さん（３５）が、和菓子と日本酒をともに提供し、「ひがし」

の新たな魅力を創出する。高校の同級生でもある２人は茶屋街の広見にこれまでにな

かった店を構えることで伝統ある街を盛り上げたいと意気込んでいる。

. 店は、道端さんが代表を務める株式会社「東湯（ひがしゆ）」が運営し、中島さんが職人として腕を
振るう。日替わりで中島さんの創作和菓子を並べるほか甘味に合う地酒もそろえ、新しい和菓子の楽し

み方を提案する。

2016～ 17 理事役員

会員別のクラブ次年度委員会役割 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：会員組織委員会委員長

修練 相良光貞：親睦 書き損じハガキ 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 CR 財団（ラオス） 高田重男：青少年奉仕 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 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 道端勝太:親睦 宮永満祐美：その他

友好クラブ 青少年奉仕 武藤清秀：幹事 村上咏実子:親睦: 村田祐一：その他友好クラブ 職業奉仕 森眞一郎:
親睦 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

役 員（９名）

会 長 若狭 豊

会長ｴ ﾚ ｸ ﾄ 上杉 輝子

副 会 長 藤間 勘菊

副 会 長 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会場監督 布施 美枝子

直前会長 魏 賢任

理 事（４名）

【クラブ管理運営委員会】委員長 東海林也令子

【広報委員会】委員長 宍戸 紀文

【会員組織委員会】委員長 金 沂秀

【奉仕プロジェクト委員会】委員長 川 きみよ

常任理事（３名）

石丸幹夫・吉田昭生・木場紀子

理事・役員会オブザーバー(２人)

炭谷 亮一 岩倉舟伊智
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最終理事会 6/18

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 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会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 広報委員長宍戸紀文 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀

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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

山崎正美

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹 ・

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男 永原源八郎 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 宍戸 紀文

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎宍戸紀文 表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

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） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団監査委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付増進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

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 武藤清秀

クラブ例会予定
6/25 会長幹事慰労会 玉寿司

6/30 休会

7/7 若狭豊会長（卓話なし）

7/14 猪谷聡様 鈴木大拙館学芸員

7/21 野村礼子様 会員

7/28 休会

8/4 吉井清ガバナー補佐訪問(金沢北)

8/11 法定休日のため休会

8/18 岡部一輝ガバナー訪問 (南砺)

8/25 米山オレナさん高岡rc 室崎様
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