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2016年 10月のロータリーレートは１ドル＝ 102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Ｆ．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（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング

国 歌 『 君が代 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶 今日は今期

１回目のオープンロータリー例会

に沢山のゲスト・ビジターの方に

おいでいただきました。これを機会に百万石ロー

タリーの事を知っていただけたらと思います。昨日の台風が今日でなくてよかったと思っています。観

測史上最強の風が吹いたということです。今日は一日よろしくお願いいたします。

１）ゲストのご紹介 中村 由香里（なかむら ゆかり）様 服部 敦史（はっとり あつし）様 今井

克士（いまい かつし）様 坂 尚樹（ばん なおき）様 ルドヴィート・カンタ様 多田 利明

（ただ としあき）様 吉田麻由（よしだ まゆ）様 小浦勇一（こうら ゆういち）様 後出有美（の

ちで ゆみ）様

２）ビジターのご紹介 金沢西 RC 新谷鎮夫（しんたに しずお）様

３）今月の誕生者の紹介 ６日生まれ 藤間 勘菊 会員

１９日生まれ 勝山 達郎 会員

《 食 事 》

４． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕

①来週の例会終了後、理事役員会を開催いたします。

②「富山西ＲＣとの合同例会」を 10/20（木）19 時より「辻家庭園」において開催いた
します。ご出欠について 10/11までに事務局へご連絡をお願いいたします。

５． ニコニコＢＯＸ ¥18,000- 本年度¥167,000- 残高¥6,204,200-
若狭豊会長：皆様今晩は。本日は当期一回目のオープンロータリー例会です。ゲスト

・ビジターの皆様ようこそおいで下さいました。大歓迎です。よろしくお願いいたし

ます。

武藤清秀幹事：ゲストの皆さん、今日はようこそいらっしゃいました。楽しんでいっ

て下さい。

例会便り
第 848回
ホテル日航金沢 5 Ｆ
10.6（木）19:00～ 21：00

例会出席率 23/46 50.0 ％
９月の平均出席率 65.74 ％
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上杉輝子会員：秋らしい朝晩、虫の音が素敵で又淋しく感じるこの頃です。オープンロータリー例会で

すね。楽しみにしています。

表靖子会員：服部さま、坂さま、今井さま、ようこそいらっしゃいました。どうぞゆっくり楽しんで下

さい。

魏賢任会員：皆さま、こんばんは。カンタさんはじめゲストの皆さまようこそ。金沢百万石 RC のオー
プンロータリー例会へ。どうぞゆっくり楽しんで下さい。実行メンバーの皆さん、おつかれさまです。

永原源八郎会員：今晩は。本日の百万石ロータリーのオープン例会にたくさんのゲストの方の参加あり

がとうございます。

後出博敏会員：去る九月二十五日の弊社税理士法人ノチデ会計の創業四十周年記念行事を無事終える事

ができました。当日御臨席賜りました方々には大変御多忙の中本当にどうも有難うございました。心よ

り御礼申し上げます。

吉田昭生会員：オープンロータリーにご参加のお客様方、今晩はロータリーの雰囲気とロータリアンの

方々に接しロータリーの一端を感じていただければ幸です。

６． 代表者による卓話「ロータリーと私」

杵屋喜三以満 会員(入会歴１８年)：私は『素囃子』という三味線とか

鼓とかを稽古させていただいている家に生まれ、現在母の跡を継いでや

っています。初代会長の飯野先生から「あなたは自分の世界については

造形が深いでしょうが他の世界を見ることは少ないのではないか」と誘

われて入会しました。私たちの世界だけでなく、会社勤めなども盾社会

が基本にあると思いますが、ロータリーに入って驚いたのは横の繋がりでした。ロー

タリーに入らなければ知り合えない方々と出あえて良かったと思います。自分と別の

世界で活躍する多くの方々とお友達になれるということはなかなかないことでプラス

になることだと思っています。ロータリーの中には職業奉仕という理念があって、自分の仕事をもって

世間に奉仕するという考え方があります。自分に何ができるだろうと考えますが、今年は日本と台湾の

ロータリークラブの交流イベントで出演させていただくなど、職業を通じてロータリーに貢献できたか

なあと思います。ロータリーと離れますが、『素囃子』というのは和楽器のオーケストラでして、洋楽と

の大きな違いはコンダクターといわれる指揮者がいないことです。１０人でも２００人でもぴったりと

合うんです。個人の技量も必要ですが、協調性ももたないといけない。ロータリーもそうじゃないかと

感じる時があります。『伝承』と『伝統』とは違うといわれます。『伝承』は昔の４００年前のことをそ

のまま行うことで、『伝統』は古きものに新しきものを加えながら改良していくことです。今日はカンタ

さんがいらっしゃっていますが、県立音楽堂１５周年に洋楽と邦楽のジョイントコンサートを行いまし

た。これにも協調性が必要で少しずつ譲りあいながらひとつのものを作り上げるという経験をいたしま

した。ロータリーについての話となると、最近あまり出席できないのですが、それでも続いていますの

で、どうぞ皆様ご入会をお待ちしております。

魏 賢任 会員(入会歴１６年):私も杵屋会員同様、初代飯野会長の熱いお誘いで入会
しました。ちょうど菜香新館の開業準備で慌ただしくしていましたが、飯野さんが訪ね

てこられ、会員名簿をお見せていただきました。すごいメンバーの方々で私のような若

輩者はいなく、「もう少し勉強して相応しい人間になったら考えます」と言ったところ、

「ワシは今でも勉強中、ロータリークラブは研鑽の場」という風に言われてそれ以上断

る言葉が見つからず、その場で入会申込書を書きました。わたしにとってのロータリー

というテーマを実行班からいただき、考えたら金沢歴２３年、日本歴２９年目です。小

・中・高・大学の同級生はみんな中国にいます。金沢には同級生がひとりもなく、同窓会とかの話を聞

くとさびしいなあと思っていました。このクラブに入って１年くらい経ったら会にとけこんで、仲間の

一人として認めていただいて、こんな風に言ったら先輩方に怒られますが、勝手に皆さんを同級生のよ

うに思っています。今でもロータリーがどんなものかもわからないですが、ただひとつ週に１回皆さん

と顔を合わせます。家族以外でそんな友達がいますか。家族以下親友以上の付き合いをさせていただい

ていると解釈しています。月に１回の会はたくさんありますが、毎週会って食事をしてそれぞれの分野

の専門家の卓話を聞いてとものすごく為になります。また会員には、弁護士・各科の医師・お坊様・税
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理士・行政書士・保険業などがいらっしゃるので、心配いらない。詳しい話は入会されてからちょっと

ずつご案内します。以上ありがとうございました。

川 きみよ 会員(入会歴５年):私は東山で飲食店を経営していまして、お店は夕方終
わるんですが仕込みがあって例会に来られない日もあります。毎週出席しようと決めて

入会しましたので、そんな場合は他のクラブにメーキャップに行くようにして入会から

皆勤です。はじめてこのクラブに来たのは２９歳の時でした。二木会員と東山の宇多須

神社で知り合う機会がありまして、卓話に来たのがはじめてでした。人前で話すのが初

めてで準備してきたのですが、３０分の持ち時間を１５分で終えてしまってどうしよう

と思っていたら、北山会員が私の変わりに１０分ぐらい話してくださって本当になんて

素敵な人なんだろうと思いました。また別の機会でクリスマス例会に参加した時には吉田住職の奥様で、

私が中学の時に教わった数学の塾の先生というご縁があったり、金会員との別の会で出あったりとする

うち、藤間会員が会長の年に入会させてもらいました。入会２年目で北山会長の年に幹事もさせていた

だいて皆さんに温かく見守っていただきました。何もわからない中幹事をしたおかげでロータリーのこ

とをよく知ることもできました。今２０歳になる私の息子がロータリーから留学させていただきました。

１６歳の時にアメリカで４週間のホームステイを経験させてもらい、楽しかったのかその後、１年間の

交換留学もさせてもらいました。一般的に日本人の男の子はシャイで内向的で自分の考えや思いを伝え

られない子が多いと言われますが、まさに息子がそうでトラブルも多くありました。１年間の留学を終

えてクラブで挨拶もさせてもらったのですが、本当に成長しました。アメリカの経験があって、自分の

考えをはっきりと人に言えるようになりました。行く前と行った後であきらかに違う人間になったと感

じました。またアメリカから女の子を受入れた際にもクラブ全体の受入れということで、皆さんに協力

いただきました。私も息子もロータリーのおかげで他では経験できないことを経験させてもらったとつ

くづく感じています。有難うございました。この会に入ってこの会でしか会えない方との人脈がつくれ

ることが大きいと思います。若手の私達は先輩方のような人格・品格のある人になりたいと思い私も成

長させてもらっています。

７． ゲストのご紹介・ゲストより自己紹介

１．上杉輝子会員：中村さんはお母様を存じ上げていて、今日はお嫁さ

んにお越しいただきました。色んな方と知り合って大きくなっていただ

きたいという願いを託されました。

中村由香里様：中村由香里です。どうぞよろしくお願いいたします。

２．表靖子会員：今日３名お連れした方のご紹介をします。まず服部さ

んはウェブプランナーで私のコンピュータ関係の先生です。今井さんは

発掘調査の会社にお勤めで私のお茶の生徒さんです。坂さんは血液センターにお勤めの臨床検査技師の

方です。

服部敦史様：私は金沢でＳＮＳ等のアドバイザーをしています。ＳＮＳというとフェイスブック・Ｙｏ

ｕＴｕｂｅなど色々あるんですが、その活用方法の提案をさせていただいています。主にご商売されて

いる方の集客または売上アップにＳＮＳをどう生かしていくかというようなアドバイスをさせていただ

いています。今日はよろしくお願いいたします。

坂尚樹様：石川県赤十字血液センターで臨床検査技師とし

て働いています。愛知県で就職して金沢へ来たのは２年半

前です。実は私も同級生が近くにいなくて淋しく過ごして

いる時に表先生と知り合いまして茶道を教えていただいて

います。これからもよろしくお願いいたします。

今井克士：本日はお招きいたさきまして有難うございま

す。私は発掘調査を行う測量会社に勤めています。発掘調

査というと学術調査とか研究の印象があるかと思います

が、道路とか行政調査は石川県内でも多数行われていまし

て、そういった調査を民間企業に委託することが増加傾向にあります。来月は卓話の機会もいただきま
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して、不慣れなもので３０分のところ１５分で終わってしまうかもしれないのですが、その時には時間

を稼ぐ小道具などを用意してきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

３．魏賢任会員：オーケストラアンサンブル金沢のチェロ主席奏者の

カンタさんです。私の親友の親友です。二胡奏者の李さんを通じての

お知り合いです。過去に卓話いただいたこともあるようで、石丸先生

もよくご存知です。多田さんは皆さんよく知っていらっしゃる元会員

の方です。去年何度も複会のお声かけをさせていただき

ました。気が向いたらぜひお願いします。

ルドヴィート・カンタ様：オーケストラアンサンブル金

沢でチェロを弾きます。スロバキアから１６年前に来ました。杵屋先生の話にもありまし

たが、和と洋の音楽で共演しており、娘さんとも共演していま

す。今日はありがとうございます。

多田利明様：先日金会員から南光州から朴先生がおいでると聞き松魚亭で

お会いしました。その時に魏さんにお招きいただき、今日は以前からの会

員さんに温かく迎えていただき懐かしく感じました。２期連続幹事をさせ

てもらいました。

４．武藤清秀幹事：私は石川ネパール協会というところに入っていまして、

去年ネパール地震後の支援の催しでお会いして、その後ネパール協会にも時々顔をだしてもらっていま

す。吉田さんは神戸のお生まれで香港で過ごされたことや北京就学の経験もあって、関西弁と英語と中

国語が堪能です。お仕事の方はご本人からお願いします。

吉田麻由様：仕事はＮＨＫ金沢放送局で記者をしています。主な担当は事

件・事故なので大きな事件・事故の際は取材をしています。昨日は朝から

台風の取材で朝６時・７時・１２時のニュースの原稿を書いて、台風通過

するのを待って今朝は台風被害の現場を取材して、夜は休みをとっていい

ということでこちらに来ました。いろんな方と知り合って知識をつけて取

材をしていきたと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

５．若狭豊会長：ロータリーは随分以前に北山先生からお聞きしていたのですが、まだ先と思っていま

した。そんな中６０歳を迎えた時に習い事をしたいと思い藤舎真衣さんの門をたたき、笛の稽古に通っ

たところ、勘菊さんに誘われて入会することになりました。金さんとは小学校の同級生ですし、村田先

生とも知り合いでした。小浦様とは後出会員の４０周年の式典ではじめてお会いしてというご縁です。

先程魏さんからゆりかごから墓場までという話がありましたが、最近は

医療機関ですぐお亡くなりになることは少なくなり、福祉関係の施設で

最後を終えられる方も多くいらっしゃいます。小浦様は福祉関係のお仕

事をされており、大変力強いお仲間となっていただけそうです。

小浦勇一様：いまお話しいただいたとおり、若狭先生にお会いするのは

２回目です。後出先生の４０周年式典でたまたま隣の席になりましてお

酒の勢いで盛り上がって今日のお誘いを受けました。９月で１７年目を

迎えた福祉用具の会社です。今後ともよろしくお願いいたします。

６．後出博敏会員：家内は私より４歳下で外で食事をしたりするのが好き

なもので、今日の会に誘いました。

後出有美様：私の父親も兄もロータリークラブに入っていて、ご縁があっ

て集つていることに感謝の気持ちでいっぱいです。これからもよろしくお

願いします。出席率の悪い主人を少しでも参加させようと同伴しています。

金沢西ＲＣ 新谷鎮夫様：こちらのクラブには５～６回来ていますが非常に和やかで家族的

なクラブです。また多種多彩な方の集まりです。西クラブは会員数５３名で今日のゲストの

方全員が百万石に入られると西クラブをオーバーします。今日は突然お邪魔させていただき

有難うございました。我がクラブへも是非メーキャップにお越しください。

２．閉会挨拶 上杉会長エレクト：皆様今日は楽しい時間あっという間に終わりましたけれども、皆さ
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んのお話をきいてクラブに入った時の事を思い出してい

ました。当初はいつ辞めようかと考えていましたが、１

０年経ちましてやっと最近はロータリー入ってて良かっ

たのではないかと思います。来期は会長を仰せつかって

おりまして、今日お迎えしたゲストの皆さまとご一緒に

来年のクラブ設立２０周年を祝うことができたらほんと

うに幸せだと思います。今日は若い方にたくさんお越しいただいて益

々発展していくのではないかと思います。最後にオープンロータリー実行委員会の皆さん有難うござい

ました。 点 鐘

パストガバナーからの手紙 279回 2016.10.13 炭谷 亮一

漱石の「吾輩は猫である」の発想は？

時は明治３８年（１９０５）１月漱石は処女作となる「吾輩は猫である」を雑誌（ホトトギス）に発

表、好評を博する。１回の読み切りの作品を長編化することとなり、結局８月まで同誌に連載した。

上記の小説は当時としても又現在でも画期的であり、奇想天外であり、革新的であると断言出来る。何

故漱石はこんな小説が書けたのか考察してみた。

やはり漱石の英文学の大家、英文学の研究者と言う生業がベースにあると考えられる。その為イギリス

の１８世紀～１９世紀の小説を多数読んでいたのだろう。私が出来る範囲で参考文献を紐解いて見ると、

フランシス・コベントリーと言う作家の「チビ犬ポンぺイ物語あるいはある愛玩犬の生活と冒険」と言

う作品がある、おそらく漱石は読んでいたのだろう。又ドイツ人作家ホフマンの「牡猫ムルの人生観並

びに楽長ヨハネス・クライスラーの断片的伝記」も読んでいたのだろう、どちらも、「猫」を主人公にし

た物語である。

漱石は、それを知っていたからこそ、「吾輩は猫である」の発想が出来、書けたのだろうと想像出来る。

更には小説家「丸谷才一」は「吾輩は猫である」にヒントを与えた小説は、イギリスのスターンと言う

作家の「紳士トリストラム･シャンディの生活と意見」だろう、という説を立てている。その理由として

漱石はイギリス留学の前、熊本の五高の先生をしていた時にその小説を日本に紹介する短文を発表して

おり、読んでいたのは確実で確証と言える。丸谷才一の要約によれば、「トリストラム・シャンディ」は

破天荒な奇書で、たとえば主人公はトリストラム・シャンディと言うが、話が脱線ばかりして、全九巻

ある物語の第３巻でようやく主人公が生まれるというあきれた展開なのだ、第６巻ぐらいでもまだ主人

公は子供である。この小説は、世にある小説へのパロディーであり、出鱈目の博覧会の様なものであり、

作品の悪ふざけの極致の様のものだそうである。

そしてああ言う風に気の向くままにユーモア心とふざけ心を持って書いていけば面白いものができるか

も知れないと漱石が発想し「吾輩は猫である」を書き進んだのだろうと「丸谷才一」は想像している。

私はあの明治と言う時代において「猫」を主人公に小説を書こうなど唯一「漱石」のみが発想し実行に

移した意義は大変なもので私は漱石に以下の言葉を与えたい「あっぱれ漱石」と。そして動物を主人公

にした小説は「吾輩は猫である」のみで二番煎じの小説は生まれていない、又今後も生まれることはな

いだろう。

「漱石」は得意だったのは英語だけではない。漱石は中学校の頃は漢文の才に秀でており、将来英語の

道へ進もうか、漢文の方にしようかと大いに悩んだ様である。とにもかくにも「漱石」と言う人物は神

経質な割りには多趣味で「落語」も好きだし、江戸滑稽文学や狂歌も愛読していて、大田南畝のファン

だった。
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江戸っ子で、早口の啖呵なども自在にしゃべれた。そう言う総合力から漱石の作品が生まれたと考える

べきであろう、当然あの論理性のある文章は英文学の大家としてのなせる技である。独創性豊かな「吾

輩は猫である」は日本文学史上類を見ない異色中の異色の作品と言える。

木槿 山椒の実

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 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 広報委員長矢来正和

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

直前委員長:東海林也令子
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 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 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： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎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 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 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
10/6 オープンロータリー ホテル日航５Ｆ

10/13 卓話：坂岡雅志様

10/20 富山西 RCとの合同例会「辻家庭園」
10/22～ 23 2610地区大会:砺波市
2017.1/26 石田寛人 元チェコスロバキア大使


