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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

2017年地区大会は 10月 28日（土）29日（日） 加賀ＲＣ

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」 「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

『それでこそロータリー 』

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 〔卓話者〕地区ロータリー財団委員会委員長

中村哲郎（なかむら てつろう）様

(2)ビジター なし

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事

① 3/26(日)午後、ホテル日航におきましてＩＭ〔都市連合会〕が開催さ
れます。ＩＭ実行委員６名の各会員と参加登録者６名の各会員、計１

２名の方は時間までに会場へお集まりください。

②来週 3/30 は休会ですが、有志による「歓送迎会」を行ないます。参
加される方は 19時までに招龍亭へお集まりください。
③次回例会は 4/6 ホテル日航５ F で行います。（卓話者：森 眞一郎会

員）

６． ニコニコＢＯＸ 18,000- ¥421,000- 残高¥6,595,106-
ロータリー財団委員長 中村哲郎様：いつもロータリー財団活動にご理解ご

協力頂き有難うございます。また本日は貴重な卓話のお時間をいただき有難

うございます。

若狭豊会長：皆様今晩は。お疲れ様です。本日の卓話者中村哲郎様ロータリ

ー財団についてよろしく御教えください。

武藤清秀幹事：皆さん今晩は。中村哲郎様、今日は卓話よろしくお願いしま

す。

大路孝之会員：中村様ようこそ。いつもお世話になっています。本日の卓話よろしくお願

いいたします。

例会便り

第 868 回
ホテル日航 5 Ｆ

3/23 例会出席率 18/47 38.29 ％
1 月の平均出席率 67.15 ％

井上 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0863 2017.330

．
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７． 講話の時間

『 ロータリー財団１００周年について 』

中村哲郎（なかむら てつろう）様

〔プロフィール〕

所属ＲＣ 金沢ロータリークラブ

入会 平成１７年７月

職業分類 農業生産資材卸

会社名 日栄商事株式会社

地区経歴

２０１１～２０１２ ＲＩ第２６１０地区 ロータリー財団委員会

奨学金・学友・ＧＳＥ小委員会 委員長

２０１２～２０１３ ＲＩ第２６１０地区 ロータリー財団委員会

補助金小委員会 委員長

２０１３～ ＲＩ第２６１０地区 ロータリー財団委員会 副委員長補助金小委員会 委

員長

２０１６～ ＲＩ第２６１０地区 ロータリー財団委員会 委員長

今年はロータリー財団 100 周年ということで、皆様方に
は大変ご協力をいただきまして有難うございました。１９

１７年 アーチ・フランクという方が会長をした際にロー

タリー財団の提唱をされて基金を創って財団がスタートし

ました。正確には１９２８年にロータリー財団という名前

が決まったわけですが今年で１００年ということで、もう

すぐアトランタで１００周年のお祝いの会がスタートする

ことになっています。１９２９年にロータリ財団が補助金

を国際障害者協会に贈呈させていただいたのが最初という

風に言われています。ポール・ハリスがロータリーを創られたのが１９０５年２月２３日

ということです。ロータリーは先日１１２歳の誕生日でした。ポール・ハリスさんの本を

読んでみますと、昔はやんちゃ坊主の一方で苦労もされたようです。陸軍士官学校に進ん

だ時に暴力事件に巻き込まれ、無実・誤解だったようですが退学をせざるをえなくなった。

その後入学したプリンストン大学も学費が滞って退学したり、法律事務所に勤めながらア

イオワの州立大学の法律スクールを卒業して、その後約５年間先輩のアドバイスに従って

色んな職業を転々とします。果樹園で働いたり、舞台俳優をしたり、カウボーイをしてみ

たりと沢山の職種を経験したことが、後にロータリーを創る時の一人一業種、全ての職業

は尊いという考えに結びついたのではないかとい

われています。

ロータリー財団はカンザスのロータリークラブ

から２６ドル５０セントの寄付でスタートしまし

たが、スタートしてから約３０年間はあまり寄付

が集まらず苦労されたようです。最終的には１９

４７年ポール・ハリスさんが亡くなった時の遺言

により集まった多額の寄付でロータリー財団の基

礎ができました。１８ケ月間に３０万ドルの寄付

があったといわれているので、今日のロータリー

財団約１０億ドル以上の資産を形成するひとつのスタートになりました。

１９８０年ロータリーのポリオ撲滅活動がスタートする当時は、毎年約３５万人の子供

が感染していました。今日のポリオの常在国はアフガニスタンとパキスタン、残念ながら
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昨年８月ナイジェリアが加わりました。経口ワクチンがポリオ撲滅に効果を発揮したと言

われますが、スタート当初１２５ケ国の常在国で生まれる約１億人の子供に年６回の経口

ワクチンを５年間与えると約１億２５００万ドルがかかると試算されました。ロータリー

クラブでは２０年でお金を集める間にも何万人もの子供達が感染するということで、国際

ロータリー会長カンセコさんは１９８５年～８８年の３年間で２億４７００万ドルを集め

ました。さきほど申し上げたもうひとつのロータリー財団のきっかけは、世界中を巻き込

んだポリオ撲滅活動でした。ビル・ゲイツさんのお父さんはシアトルロータリークラブ名

誉会員でして、それがきっかけでビル・ゲイツ財団がロータリーのポリオの活動を応援す

る一つの流れにもなりました。現在ロータリーが集めたポリオの寄付額に対してビル・ゲ

イツ財団がその倍額を寄付していただいているようです。１０月２４日が世界ポリオデー

になっていますが、炭谷ガバナーの時には金沢城でポリオ撲滅のためのライトアップが行

われました。今では国内の世界遺産等でメッセージ性のライトアップ活動が行われますが、

当時国内で初めての試みであったのでないかと思います。

ロータリー財団の補助金について少しご説明いたします。現在地区補助金の申請時期で

すが、もうひとつグローバル補助金があります。「疾病予防と治療」「母子の健康」この

二つで金沢大学・富山大学・金沢医科大学と提携をして奨学生の方を送りだしています。

また「水と衛星」で金沢ロータリークラブがグローバル補助金を使ってタイのロータリー

クラブとの事業を行いました。情報を共有しながらいろんな展開ができるのではないかと

思います。地区補助金の額については、３年前の寄付の３０％を上限に申請を行っていた

だければとご案内をしています。百万石ＲＣの限度額は約１９万円予定となります。為替

レートの問題で若干変動もあり、昨年からはドルでお示しさせていただいております。昨

年は予算が足りないような状況になりました。今年の審査日が４ /15 に決まっていますの
で、申請される際は 4/3 の締切日までによろしくお願いします。継続事業について地区で
はこれまで制限がなかったのですが、今回２年間の継続までということになったので確認

をお願いします。共同で行う場合は、条件を満たせば代表で出していただくこともできる

ようになりました。事業の実施時期は承認が下りてからということと、申請した事業の報

告書をいただいてから次の年度の補助金申請ができるという流れになりますのでご注意く

ださい。またロータリアンが事業に直接関与する場合にも制度的に制限もありますので、

ご確認の程お願いいたします。３年毎に戻ってくる、そういうものでクラブの活性化に少

しでもお役に立てていただければと思います。

８．質疑応答

９．謝辞・謝礼 点 鐘

パストガバナーからの手紙

299回 2017.3.30 炭谷 亮一

「すみだ北斎美術館訪問記」

オランダのライデン国立民族学博物館所

蔵で長く「作者不明」とされてきた６枚の

絵が、江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎

（１７６０～１８４９年）の肉筆画である

ことが判明したというニュースが発表され

た。

シーボルトの子孫が所蔵する目録を確認し

たところ、シーボルト自身が「北斎が西洋

画の技法で描いた」と記載していたことが

判明。作者不明の６枚の風景画が北斎の手

によるものらしいと判断したようだ。

当時日本の絵師は、長崎（出島）の出入り絵師として認められた川原慶賀（けいが）以外、

訃報のご案内

2005.～ 2006.  第 8 代
会長であった二木秀樹

元会員が 3 月 26 日逝去
されました。（享年 73
歳）

ここに追悼の意を表し、

謹ん でお知らせ申し上

げます。

通夜；平成 29年 3月 27日(月) 19：00
葬儀；平成 29年 3月 28日(火) 10：00
場所；セレモニ会館兼六 金沢市元町

1-8-20 にておこなわれました。

喪主：長男 二木克秀様

これからまだまだ活躍していただきたか

ったのに、残念です。
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外国人から受注して絵を描くことは許されていなかった。だがこのような時代にあっても

北斎は、絵描きとして矜持や好奇心を抑えきれなかったのだろう。こっそりと「作者不明」

として描いた。ＴＶの画面に写し出された北斎作と判定された風景画をかなり注視して見

たが、なんせ数秒間だったのでしっかり見ることは出来なかったが、しかし江戸時代の海

の風景を描いた西洋画が認識できた。世間で画狂老人と称される人物、西洋絵画を丹念に

研究し、新しい技法を熱心に習得し、見事に西洋の画法で江戸の風景を描き切った実力と

技量、画家魂には恐れ入った。

北斎の国内外での評価は高い、１９９９年に米国の雑誌「ライフ」が企画した「この１０

００年で最も重要な功績を残した世界の人物１００人」で日本人で唯一、８６位にランク

インしている。

さてこの偉大な葛飾北斎が生まれ育ち、生涯の多くを過ごした墨田区に、計画から三十年

近い時を経て、ついに「すみだ北斎美術館」が昨年１１月２２日にオープンした。１２月

８日に私自身さっそく勇んで当館を訪れた。ＪＲ両国駅より徒歩数分のところにあった、

いや何んと表現していいかアルミのパネルにおおわれた、たてにスリットの入ったいかに

も北斎の作品の為の美術館といった趣で、館内は大きなガラス窓と吹き抜けがあり作品保

護が必要な展示室以外は明るい陽光がソフトに差し込んでいた。

１階の通路を入ると開口部も壁も柱もすべて斜めになっており美術館の建物に垂直なとこ

ろはほとんどない、何んとも「北斎のシャレ」を取り入れたようなおもしろい構造になっ

ている。設計は、建築界のノーベル賞といわれるブリッカー賞を受賞している妹島和世氏

とのことなるほどとうなづけた。

北斎は８９年という当時としては驚異的な長寿でありその生涯になんと３万点の作品を残

したとされており、そして「すみだ」現在の墨田区は非常な重要な場所である。北斎は引

っ越し魔であったといわれており、なんと９３回転居したといわれており、そのほとんど

が墨田区内であり、墨田区で生まれた名作は多くありまさにこの「すみだ」が北斎が愛し

てやまないふるさとと言える。北斎美術館の所在地にうってつけである。

「すみだ」が生んだ、鬼才・天才葛飾北斎の墨田区の美術館建築計画から３０年近い年月

を経てようやく完成した。墨田区はこの３０年の間にしっかり方針をたて研究活動を精力

的に積み上げ、質の良い北斎作品を継続的に積極的に収集を進めて来た。そして墨田区が

収集した作品群と東西二人の個人コレクションが本美術館の核となった。

ひとつは海外で最大・最高の北斎コレクターとして知られているピーター・モースコレク

ションの当主は大森貝塚の発見したエドワード・モースの弟のひ孫にあたり、ホノルル美

術館学芸員などを歴任した研究者であった。１９９３年に急逝の際に散逸を惜しんだ遺族

が本計画に理解を示し約６百点の作品と研究資料を一括して購入でき２００４年にコレク

ション全体が墨田区の有形文化財として登録された。

一方は浮世絵研究の第一人者の楢崎宗重氏のコレクション研究資料を本計画の準備を指導

・協力した関係がありやはり２００１年の逝去の際に遺族からの寄贈があった。

こうして世界一の質と量を誇る墨田区葛飾北斎コレクションが完成した。

館内は企画展と常設展に分かれており、職員に「常設展は作品保護の為コピーですか？」

との問いに「ええレプリカです」との返答があった。実は浮世絵は油彩画と違って光線に

弱く、変色や退色しやすく、ボストン美術館に自身の価値の高い浮世絵を寄贈したあるコ

レクターは一般公開しないことを条件にした例もあった程である。しかし現在のデジタル

写真技術はすばらしく数億画素の超精密画として再現できるようになった。特に表面に凹

凸がほとんどない浮世絵にはまさにどんぴしゃり適応と言える。

企画展は北斎の膨大で偉大な画集のほんの一部を慎重に敬意をもって実物を公開している

ことが実感できるものであった。３～４ケ月ごとに新たな企画展を行うとのこと私の様な

北斎ファンにはたまらないものである。北斎通りと命名された通りの真ん中にある美術館

を今後何回訪れるのだろうか？それにしても“北斎てえのはていしたもんだ！！”
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新入会員歓送迎会 米山奨学生送別会 招龍亭 参加会員 21 名 3/30（木）

出席会員：井上正雄 井口千夏 上杉輝子 江守巧 江守道子 大路孝之 表靖子 勝山達郎 魏

賢任 衣川昭浩 杵屋喜佐以満 金沂秀 小浦勇一 後出博敏 藤間勘菊 水野陽子 宮永満祐

美 武藤清秀 村上咏実子 吉田昭生 若狭豊 (敬称略）
１．若狭豊会長挨拶

２．ゲストのご紹介

１）金沢美術工芸大学ﾃﾞｻﾞｲﾝ科教授 後藤徹（ごとう てつ）様

２）米山奨学生 黄 懿園（コウ イエン）様

３．新入会員のご紹介

１）2016.7月入会 衣川 昭浩（きぬがわ あきひろ）

会員

２）2016.12 月入会 小浦 勇一（こうら ゆうい

ち）会員

※森会員・浦田会員・木下会員は都合によりご欠席

４．黄 懿園（コウ イエン）さんへ奨学金支給と記

念品贈呈

※記念品は“ペンタブレット”

５．ご挨拶

１）米山奨学生 黄 懿園 様 ２）金沢美術工芸大学 教授 後藤 徹 様

３）衣川 昭浩 会員 ４）小浦 勇一 会員

６．乾杯のご挨拶 上杉輝子会長エレクト

《 食 事 》

７．ニコニコＢＯＸ 紹介

大路会員：黄さん、社会人としてのスタートいよいよですね。元気でご活躍されることを

願っています。指導教員の後藤先生ようこそ。今日は楽しんで下さい。

後出会員：黄さんの今後の御活躍を祈念し、新入会員の方々を心より歓迎いたします。

８．閉会挨拶 大路カウンセラー

カワセミをもとめて １０

今回は鷺です。

白鷺には大鷺９０センチ 中鷺６８センチ 小鷺

６１センチがあり、小鷺は飾り羽 冠羽が綺麗で

す。

日本武尊の白鳥伝説の白鳥（ハクチョウとは発音

せず、シラトリと発音）はハクチョウ説が多い中

シラサギとの説もある。 村田祐一
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ふきのとう 早咲きチュウリップ 水仙 3.29

クラブ例会予定
3/23 中村哲郎氏 地区Ｒ財団委員長

3/26 ＩＭ参加登録者 会長・幹事・

上田・大路・表・村上・井上・井口

・上杉・衣川・小浦・炭谷各会員

3/30 休会 歓送迎会 会場：招龍亭

4/6 森 眞一郎会員

4/13 村田祐一会員

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

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 木下真知子

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

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
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