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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

４．ゲスト・ビジターのご

紹介

(1)ゲスト なし

(2)ビジター：河北南ＲＣ 飯田道昭（いいだ みちあき）様 今年度２０周年を迎え

ることになりました。今後ともよろしくお願いします。

小松ＲＣ 八十山 和代（やそやま かずよ）様 今日は多くの女性会員と

ロータリーソングを一緒に歌って、また色々な情報交換ができてうれしいで

す。今後ともよろしくお願いします。

５．新入会員入会式 木下 眞知子（きのした まちこ）会員

皆様こんばんは。株式会社エムアンドケイ

木下と申します。「金沢まいもん寿司、居酒屋「魚

匠庵」、とんかつ「かつぞう」を経営しておりま

す。ロータリーは私には無縁のところと思って

いましたが、魏社長・上杉さんに背中を押され

まして、この度お仲間入りをさせていただくこ

とになりました。経営者の一人として又人間と

して、色々と学んでいき、自分の価値を高めて

いきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

推薦人 魏 賢任 上杉輝子

《 食 事 》

幹事・委員会報告

武藤清秀幹事：①来週の例会は３ F「孔雀の間」で行います。また例会終了後、臨時の
理事役員会を開催します。

② 13 日（月）金沢８ＲＣ幹事会があり定款等の変更について話し合いまして、理事会
等で話をすすめているのですが、一つは入会金の件です。当初ＲＩの方では定款で「入
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会金」の言葉を使わないようにということでしたが、細則には「入会金」の言葉がでてきていまし

て、「入会金」でもいいような事だそうです。金沢８ＲＣでは細則で決めて入会金はこれまで通りと

するような雰囲気で、大山鳴動鼠一匹みたいな感じです。入会金の名目を変えることもは各クラブ

にお任せするということでした。例会の回数についても８ＲＣでは変更を考えているクラブはない

とのことでした。今後理事役員会でお諮りしたいと思います。

〔委員会報告〕

大路孝之会員：米山奨学生の黄懿園（コウ イエン）さんは３月で金沢美大を卒業され

ますが、現在２１世紀美術館市民ギャラリーにおきまして修了制作展があり、黄さんの

作品は 2/15～ 21まで展示されています。詳細はお手許の会報をご確認ください。

上田喜之会員：例会プログラム委員からですが、来週の卓話者にﾒｲｸｱｳｨｯｼｭ北陸支部長

の小谷内様が予定されておりましたが、急遽ご都合が悪くなったということで、関西

支部の杉本様に変更となりました。

７．ニコニコＢＯＸ ¥7,000- 本年度¥356,000- 残高¥6,530,106-
武藤清秀幹事：飯田さん、八十山さん ようこそいらっしゃいました。木下さん入

会お目出とうございます。衣川さん卓話楽しみにしています。本日はよろしくお願

いします。

上杉輝子会員：衣川様、卓話ずっと楽しみにおまちしてました。

北山吉明会員：昨日チャリティコンサートに沢山おいで下さりありがとうございま

す。無事歌いとおしました。衣川会員、卓話よろしくお願いいたします。

水野陽子会員：衣川様のお話を楽しみにしています。

8． 講話の時間

『 石川・金沢の魅力度アップに向けてホテルが果たすべき役割 』

衣川 昭浩（きぬがわ あきひろ）会員

紹介者：武藤幹事 皆さん既に充分ご存知かと思いますが、ホテル日航金沢の衣川さんです。京都府福知山市でお

生まれになって、現在家族は東京にお住まいで単身赴任ということです。大学時代にＥＳＳのサークルに所属され

て、シドニーにも赴任された国際派でいらっしゃいます。皆さん楽しみなお話が聞けると思います。よろしくお願

いいたします。

＜プロフィール＞

・生年月日：昭和 36年 3月 2日（55歳）
・出身地：・帰省先：東京都小平市（現在単身赴任中）

・家族構成：妻、長男、長女の 4人家族
・出身大学：金沢大学法学部法律学科（大学時代サークル活動：ＥＳＳ）

・会社略歴：昭和 59年 4月 三井生命入社・現在に至る

同社における主な配属先：金沢支社、国際部（豪州・シドニー赴任）、組合、

お客様サービス部、保険金部、企画部（現在出向中）

＜内容概略＞

１． 先ず初めに、一般知識としてホテルの事業形態と

主な業務（部門）について概要を説明します。

2. 次に、当社（ホテル日航金沢）を事例として、

当地・石川（金沢）におけるホテル業の現状を過去と比

較しながら説明します。特に、当地を訪れる国内および

海外からの観光客や宿泊客について、具体的なデータを
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基にその動向を説明します。

3. また、平成 27 年「金沢市観光調査結果」の概略を説
明するとともに、当地における交流人口拡大に向けて今後取り

組むべきポイントを浮き彫りにします。

4. 最後に、当社（ホテル日航金沢）がこれまで行ってき

たお客様満足度の改善・向上に向けた取組み、更に「金沢ホテ

ル懇話会」における取組みを紹介します。

９．質疑応答

１０．謝辞

パストガバナーからの手紙 294回 2017.2.23 炭谷 亮一

古代史探訪「前方後円墳連合国家」

古墳とは高い墳丘をもった墓であり、３世紀中頃から７世紀にかけて造られ（現在１６万基が残っ

ている）この文字を持たない期間を古墳時代と呼んでいる。前方後円墳が初めて造られたのは３世

紀中頃。当時の倭国は、「魏志倭人伝」にも記述された様に「倭国の大乱」があり、生き残るために

地域の首長が結束し、大首長を奉じて求心力を高める必要があった。

統合の象徴となったのが「前方後円墳」であった。全国に分布する前方後円墳は約５２００基存在

し、北は岩手県から南は鹿児島県の大隅半島まで広がる。その分布は、古墳時代の倭国の支配範囲

を、明示している。

奈良県桜井市にある「箸墓古墳」はわが国で最初に築かれた前方後円墳である。そしてこの古墳か

らほど近い纏向遺跡から邪馬台国時代の出土品が相次いだことから「女王卑弥呼」の墓ではないか

と考えられている。

「女王卑弥呼」は、やはりこの地にいたのだろうか？「纏向遺跡」はいまだ全体の５％程度しか発

掘されておらず、新たなる発見が待ち遠しい。

そして「箸墓古墳」は宮内庁が管理しているため、立ち入り調査はできないが全長２７８ｍもあり、

周囲から眺めるだけでその雄大さに圧倒される。

それから１５０年後には全長４００ｍを超える巨大前方後円墳が築かれ、わが国最大で世界でも最

大級の大仙古墳（仁徳天皇陵と一応が？定されている）である。築造には１日２０００人動員して

総工期１５年８ケ月かかると計算されている。

なぜ、こんなに大きな古墳を造る必要があったのか？端的に言えば前方後円墳は「見せる為の墳墓」

だったからである。そしてすべての前方後円墳は深山幽谷には存在しない、必ず平地に一般人から

見えやすい場所につくられた。

そしてその規模から、人々は被葬者（首長）の地位を理解した。墳墓は神と化した亡き首長を祀り、

祭祀を統合することで同盟関係の証とした。その形は首長間の話し合いで決められ、宗教的政治体

制を「前方後円墳国家」と呼んでいる。もちろん主導したのはヤマトの首長（大王）だったに違い

ない、そして前方後円墳を築造することは「前方後円墳国家」のメンバーとなることの表明だった。

そして可視化することにより、荘厳性、威圧性、隔絶性を増幅させるための装置だったといえる。

古墳時代は３５０年ほど続き、古墳の築造を通じて、地方政権との絆を深め、技術と思想を伝播さ

せ、情報伝達ネットワークの役割を果たした。

約３５０年間続いた古墳時代も仏教の伝来とともに又「倭国」から「日本」へ移行する中で消滅す

る。当時７世紀、中国・唐の巨大化で東アジア情勢が不安定になると、倭国はそれまで首長間の連

合国家的な枠組みからの転換を迫られる。倭国は唐の政治制度に倣い中央集権国家を目指した。

巨大古墳は不要となり古墳時代の土木技術を利用して唐の襲来に備えた、例えば長崎県対馬にある、
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山城「金田城」を造るなどした。

日本はたびたび国際情勢の変化から国を守るために変貌をとげて来た、黒船来航以来の動乱で江戸

幕府は消滅、明治新政府は中央集権国家を樹立し、更には文明開化促進、富国強兵を急ぎ欧米列強

諸国による「植民地化」を防いだ。

今日の日本も国際情勢の変化に上手に対応して平和日本を、そして世界平和を増進したいものであ

る。

最後に私は３回もロータリーの関係で高崎市を訪れています。足かけ３世紀にわたる古墳時代、全

国で築造された古墳の総数は２０万基とも２５万基ともいわれている。都道府県別の数では、最も

多いのは群馬県である。同県内の古墳は１万基以上存在したと言われている。その高崎には有名な

保渡田古墳群が存在しその中に二子山、八幡塚、薬師塚の全長１００ｍ前後の３基の前方後円墳が

あり、その内の八幡塚古墳は築造当時の姿に完全復元されているとの情報を知らず、見学する機会

をのがし残念でならない。

カワセミを求めて ５

カルガモの羽ばたき

存在感を誇示しているのでしょうか

全長６１センチ

春になると子供を連れての行動が微笑ましいですね

村田祐一

ハイライト米山
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庭の淡雪に陽光

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
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積雪の庭の晴れ間の陽光


