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2017年 2月のロータリーレートは１ドル＝ 116円

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『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

今日の北國新聞

に掲載されてい

た記事の中から、

茶屋街のピンチ

をとりあげたいと思います。北陸新幹線開業から市内は観光客で賑わって

いまして、三つの茶屋街は人気の観光地でもありますが、お茶屋のおかみ

さんの高齢化と後継者不足ということが心配されています。おかみさんは

作法・茶道・芸事など色んなことに精通していなけれならず若い人を育て

るのも労力がかかる。巷のひいきが減ったり利用する機会がないなどとい

うこともあり、観光客が増えても芸妓の仕事は減ったという声もあるようです。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト 〔卓話者〕㈱研声舎 代表 林 恒宏様

石丸恭子様

(2) ビジター 高崎ＲＣ

田中 久夫（たなか ひさお）様

市川 豊行（いちかわ とよゆき）様

竹山 哲男（たけやま てつお）様

樋田 康行（とよだ やすゆき）様

(3) 高崎ＲＣより地区大会のご案内
田中久夫ガバナーエレクトより：たしか７年前に姉妹クラブ提携をさせていた

だいたと思います。５年後に新幹線で高崎－金沢が開通する。それまでに姉妹ク

ラブになっておこうよということで百万石の皆さんとお近づきになれました。

私はこの７月から 2840地区のガバナーとなります。その地区大会が 11月 19日
（日）高崎の国際競技ができる体育館で行われます。先日内覧会に行きましたが、

観客席 6000 の大変大きな 会場です。新幹線で２時間の高崎へ是非たくさんでお
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越しいただけるようお願いにあがったわけです。今年度の打上げで４～６月頃、高崎から金沢へ行

こうよという計画があり、その時はまたよろしくお願いします。

《 食 事 》

５．皆出席顕彰 ６カ年 川 きみよ 会員

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事

①本日例会終了後、５Ｆ「松の間」において理事役員会を開催いたします。

② 2017-18 年度ロータリー手帳をご購入になる方は、2/23 までに事務局へご連絡をお
願いします。

③各テーブルにおいてありますが、JCI特別記念フォーラムのチラシが届いています。
ご興味のある方は申し込んでください。

７． ニコニコＢＯＸ ¥27,000- 本年度¥349,000- 残高¥6,523,106-
高崎ロータリークラブ様より：

若狭豊会長：こんばんわ。本日高崎 RC の４名のビジターをお迎えしています。よ
うこそいらっしゃいました。また卓話講師 林 恒宏様よろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：皆さん今晩は。林恒宏様卓話よろしくお願いします。高崎 RC の皆
様ようこそいらっしゃいました。私事ですが昨日初孫が無事サンノゼ（カリフォル

ニア州）で生まれました。

石丸幹夫会員：高崎 RCより田中様市川様らお迎えしてほんとうにようこそ。
上杉輝子会員：高崎ロータリーの皆様ようこそいらっしゃいませ。林様お話楽しみにしています。

大路孝之会員：林様、卓話よろしくお願いします。高崎ロータリーの皆さん、ようこそ。

表靖子会員：研声舎社長林恒宏様 今日はようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしています。

魏魏賢任：皆さまこんばんは。林先生のお話を心より楽しみにしています。市川先生、田中次年度

ガバナーをはじめ高崎ロータリークラブの皆さまようこそ金沢にいらっしゃいました。

北山吉明会員：ようこそ林恒宏様。ようこそ高崎ロータリーの皆様。

東海林也令子会員：高崎ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃいました。楽しんいらしてく

ださい。

水野陽子会員：高崎ロータリークラブの皆様ようこそおいて下さいました。

吉田昭生会員：高崎ロータリークラブの皆さん 寒い中ご来沢いたさきありがとうございます。

８． 講話の時間

『 運気を上げる「声とコトバの磨き方」』 林 恒宏（はやし つねひろ）様

紹介者：表靖子会員 林恒宏さんは私の熱心なお茶の生徒さんで綺麗なお点前をなさいます。声なんて出ればい

いと思っていたのですが、林さんのボイストレーニングを受けたところ、かなり声が出るようになりトレーニング

の成果を実感しています。

【プロフィール】

「株式会社 研声舎」代表

ナレーター・音声言語指導者 •語り手 金沢市出身

北陸を中心にテレビ・ラジオ番組のナレーション、ＣＭなどで活躍中。石川テ

レビ、関西テレビ、東海テレビ、北海道文化放送ほかで現在放映中の「物語の

始まりへ」、北陸放送「日本ど真ん中」チューリップテレビ「柴田理恵のゆるゆ

る富山遺産」などの番組、全国ネットでは「AOKI」（上戸彩 •出演）「ムヒ」「ダ
イナム」「オレンジページ」などのＣＭのナレーションでもよく知られている。

その他の代表的なＣＭとしては、「北國銀行」「加賀屋」「辻家庭園」「金沢工業
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大学」「８番らーめん」他、多数。（SONYの公式 web動画でもナレーションを担当）
音声言語指導者の磯貝靖洋氏(Vocal Arts Service Center主宰 本部東京)に２００２年より師事。「声

とことばの磯貝メソッド ®」の正講師となる。また、ビジネスマンに向けた声とことばのセミナー
や地元の小 •中学校、高等学校でのワークショップ等も多数行っている。
また近年、京都「龍淵寺」で、直木賞作家安部龍太郎氏を前に「雷電曼荼羅」、京都「寂庵」で、瀬

戸内寂聴氏を前に「釈迦」の語りを上演。その他寺院や能楽堂での「林恒宏の独り語りシリーズ」

等多数あり。

【卓話内容概略】

もともと、人前で話す事が苦手。自分に自信がなく考え方もマイナス思考。

コンプレックスのかたまりだった自分が、声を磨くことで、自分に自信が持

てるようになり、考え方も前向きになれました。声が変われば、自分が変わ

り、周りにも良い影響を及ぼします。つまり運気は確実にアップします。私

が個人レッスンをさせて頂いている表会員とのセッションも交えながら、運

気を上げる「声磨き」の具体的方法を楽しくお伝え致します。

・自分の声の響きを聴きながら、相手がききやすいであろう声を発する

・耳を育て、耳がよくなれば良い音がききわけられるようになる。

・大きい声を出すには丹田を意識してみる。

・頭で理解しても体がわからないと使えない。

９．質疑応答

１０．謝辞・謝礼

点 鐘

パストガバナーからの手紙 293回 2017.2.16 炭谷 亮一

〈能〉世阿弥その２ ～闇の世界～

観阿弥・世阿弥親子は能楽を日本を代表する芸術にまで高め完成させた「中興の祖」である。当

時の日本は朝廷が南朝（後醍醐天皇方）と北朝（足利尊氏は光明天皇擁立）に分かれて政権を争う

真っ只中であった。南北朝ともに当然のこととして相互に密偵を送り相手方を探り、時にはテロ攻

撃をおこなったり、要人暗殺さえも企てたようである。

ところが驚いたことに近年観阿弥・世阿弥とその長男元雅は密偵だったのではないかとの疑いを向

けられて来ている。
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観阿弥は、忍者の里として名高い、伊賀の国の出身と言われている。１９６２（昭和３７）年旧三

重県上野市（現・伊賀市）の旧家で観阿弥の出自に関する興味深い文書が発見された。「観世系図」

が記された「上嶋家文書」である。この系図によれば、上嶋元成の三男である観阿弥の母は、後醍

醐天皇方についた武将・楠正成の姉妹だとされている。さらに、上嶋家は服部家の氏族であるとい

う。「伊賀の服部」といえば服部半蔵が思い出される。つまり上嶋は忍者の家系であった。観阿弥・

世阿弥・元雅親子は三代にわたる南朝方のスパイであったと主張されるようになってきたのである。

「上嶋家文書」の信憑性について議論があるが私の個人的な見解として、もの好きにも虚偽の文書

を後世の為にわざわざ残してなんの徳があるのだろうか？真実と考えるのが妥当と思われる。

当時の旅芸人は各地を旅する根なし草のような存在であり、各地を訪ねて情報収集したとしてもだ

れも疑う者はいない、まさにうってつけ、どんぴしゃりの役回りであり、今日で言う情報部員つま

りスパイを兼ねていた。

父の観阿弥は１３７０年代初頭から大和国（現・奈良県）を中心に活動し、名声を得ていた。北朝

方である室町幕府第３代将軍足利義満（１３５８～１４０８年）との世阿弥との出会いは観阿弥の

周到な計らいで、１３７４年、当時世阿弥は１２歳で絶世の美男子といわれており、この日観阿弥

・世阿弥親子が演じた「翁」と言う演目は、ほかの能の演目とは異なり、役者が舞台で面をつけた

り外したりする場面がある。つまり観客が役者の素顔を見ることが出来るのだ、別の役者達が演ず

るはずだった「翁」を奪いとり将軍義満に世阿弥の演技だけでなく、その美貌を売り込んだ、そし

て観阿弥の思惑どおり、義満は世阿弥に魅せられ、その後世阿弥は義満の寵愛を一身に受けること

になり、義満の側近くに潜り込ませることに成功した。世阿弥の書「風姿花伝」によれば観阿弥は

世阿弥が２２歳の時に駿河（現・静岡県）の浅間神社の祭しで舞を披露した１５日後に急死した。

時を同じくして駿河の領主今川範国もその日に死亡している。範国は北朝方の武将であった、観阿

弥・世阿弥が南朝方のスパイであったとすれば、駿河に潜入した目的は範国暗殺の為であり、任務

をとげたものの、観阿弥も敵方の刃に倒れ、命を落としたのではないかと推測できる。

一方、時代は少し下って、世阿弥の長男元雅は、父より先、１４３２年に没している。その死因に

ついて前出の「上嶋家文書」には「伊勢の津の本造氏の屋敷で足利の家臣に殺された」との記述が

残っている。伊勢の国の領主は南朝方だった北畠氏で、本造氏はその一門であったが、北畠氏に属

したり離れたりを繰り返していた、そして元雅が死去したこの時は、北朝方に寝返っていた。南朝

方のスパイの元雅は紛れもなく北朝方にスパイと見破られて殺害されたのであった。

では肝心要の世阿弥は何をしたのだろうか？作家井沢元彦氏によれば、それはずばり「南朝の最大

の敵、将軍足利義満の暗殺」だったという。

義満は足利政権を盤石とするための政策を進めると同時に、武家として初めてとなる「准三宮（太

皇太后、皇太后、皇后の三宮に准ずる称号）」を与えられ、また、南北朝合一後に出家したのちは、

法皇なみの格式をもって儀式に挑むなどしたため、自ら天皇になろうとしてのではないかとといわ

れている。しかし、その途上の１４０８年義満は５０歳の若さで急死した、余りにも急な死で、敵

対する南朝方による暗殺説も浮上しているが、それが事実だとすれば、義満の側近くまで潜り込ん

で病死に見せかけた暗殺を実行することができる人物は限られる。それは唯一１２歳から義満の寵

愛を３２年間の長きに渡り受け、言葉では表現しつくせない程の恩義をうけた北朝方のスリーパー

世阿弥に他ならない。スパイとしての目的とする義満暗殺という最大・最高の任務をまっとうした

世阿弥にはもうスパイとしての仕事は残されておらず、“ひたすら芸のため、作能に励み、能の奥義

を秘伝として書き続け”円熟期を迎えた。世阿弥７２歳の時に突然佐渡に流され、２年後に小謡・

曲舞集「金鳥書」を著述、以後世阿弥の動静は不明である。

世阿弥の最晩年は「義満の怨念」があり、まさに闇の中で人生を終えたのではないだろうか。
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米山奨学生 黄懿園（コウ イエン）さんからご案内

平成 28年度の卒業・修了制作展を開催いたします。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。

卒業制作展と修了制作展は会期が異なりますので、ご注意ください。

【入場無料】！！！皆様、よかったら、ぜひぜひ。

※黄さんの作品は 2/15（水）～ 2/21（火）金沢 21世紀美術館 B1「市民ギャラリー」で
展示されます。

第 18回 大学院博士後期課程研究発表展

第 37回 大学院修士課程修了制作展

【日程】 平成 29年 2月 15日（水）～ 2月 21日（火）
【時間】 10：00～ 18：00（最終日は 17:00まで）
【会場】 金沢 21世紀美術館 市民ギャラリーほか

〈芸術学修士論文発表〉 2月 19日（日）10:00～ 13:00

第 60回 美術工芸学部卒業制作展

【日程】 平成 29年 2月 24日（金）～ 3月 1日（水）
【時間】 10：00～ 18：00（最終日は 17:00まで）
【会場】 金沢 21世紀美術館 市民ギャラリーほか

〈芸術学卒業論文発表〉 2月 26日（日）10:00～ 18:00

問合先：金沢美術工芸大学 電話：（076）262-3531
主催／金沢美術工芸大学 共催／金沢市 後援／北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、石川テレ

ビ、北陸朝日放送、金沢ケーブルテレビネット、ＮＨＫ金沢放送局（順不同）

カワセミを求めて No.４：村田祐一会員より

リンゴを木に刺しておいたら食べに来ました。

みなさまご存知のヒヨドリです。

全長２８センチ 和名はその泣き声による。

花蜜からヤモリまで食べる雑食性

理事役員会 2017.2．9 木 例会後

1．規定審議会決定に関する定款など変更について
2．次年度組織案について
3．ロータリー財団地区補助金等について ラオスの

件

4．その他：
・米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーについ

て

・石田寛人氏を名誉会員に推薦する件
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積雪の庭の晴れ間の陽光

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

衣川昭浩 山崎正美 浦田哲郎 小浦勇一

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
2/16 衣川昭浩会員

2/23 小谷内陽平 メイクアウィッシュ北陸支部長

3/2 ルドヴィート・カンタ氏 チェロ演奏

3/9 小柳善裕氏 地区米山委員長

3/16 クラブフォーラム 会場：招龍亭

3/23 中村哲郎氏 地区 R財団委員長
3/30 休会 黄懿園さん送別会 会場：招龍亭


