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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『我等の生業』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

4/9 地区研修会は無事に
終わり出席された皆さん

ご苦労様でした。出席願

いたかったのは役員の皆さんは勿論ですが、ロータリーに入られて３年未満の方が対象で

した。ロータリーではこんな事をやっているんだなぁということを

見ていただいたり、奉仕ということの意味についてかなりディスカ

ッションされました。今日の村田先生の卓話テーマは職業奉仕です

が、大路会員や吉田会員の新聞記事を拝見し、皆さんそれぞれ活躍

なされているので頼もしい思いです。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト (2) ビジター なし

５．皆出席顕彰 １ｶ年 上杉 輝子会員

《 食 事 》

6． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之副幹事：

①本日例会終了後「松の間」で理事役員会を開催いたします。②来週 4/20
は休会です。

③再来週 4/27の例会はこの会場です。

７． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥8,000- 本年度¥433,000- 残高¥6,607,106-
若狭豊会長：金沢市内の桜も満開です。先日 4/9 の加賀市での地区研修協議会 お疲れ様

でした。本日の卓話 村田先生からのお話はまさにタイムリーと存じます。よろしくお願

いします。

上杉輝子会員：今日は桜が満開の素敵な夜の例会ですね。村田先生久し振りの卓話楽しみ

です。

大路孝之会員：村田先生、卓話よろしくお願いします。

魏賢任会員：皆さま、こんばんは。村田先生のお話を心より楽しみにしております。布施

先生、表先生、大会の企画と運営に大変おつかれさまでした！そして、ありがとうござい

例会便り

第 870回
ホテル日航 5 Ｆ

4/13 例会出席率 24/47 51.06 ％
1 月の平均出席率 67.15％

布施美枝子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku
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ました。

８． 講話の時間

村田祐一 会員「 医師の職業奉仕とは？ 」



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -

喫煙者はもちろん 吸わないい人にも有害

であることははっきりしているのに ロータ

リーは関心がなく黙視している。なぜだろう

か？

点 鐘

パストガバナーからの手紙 301回 2017.4.27 炭谷 亮一

「孔子の実像にせまる」その１

孔子は紀元前５５２年頃櫓の国（現在の中国山東省の一部）に生まれ、さまざまな職を転

々として後に、５０代で櫓の役人となるも数年で辞職。その後１４年ものあいだ、弟子達と

諸国を放浪し、再就職の道を探すも挫折。帰郷してからは私塾を開いて弟子の教育にあたり、

紀元前４７９年頃に死んだとされている。
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これが孔子の生涯であり、あいまいなところが多いが、歴史的に見て、おそらく事実であろ

うと言えるのはこの位だ。

孔子の生涯は謎だらけ、何にしろ２５００年も前のことであり、近隣諸国に目を向ければ、

ブッダと同時代で更には日本はまだ縄文時代である。こんなに以前の記録はほとんど残って

おらず、従って謎だらけと言っていい状態である。逆に言うと、上記の履歴以外のエピソー

ドには確たる裏付けがなく、歴史学者達からはかなりの部分偽造・捏造が疑われている。

例えば孔子の書といわれている「論語」にしても孔子の言行録である。「論語」の執筆・編集

に最初にたずさわったのは、孔子の孫弟子くらいに当たる人達だろうと言われている。その

後長期にわたり加筆と編集が続いた末に、現在のかたちに落ちついた。ちなみに孔子の研究

者達の間では孔子は生きている間に一冊も書を残さなかったのが定説となっている。

世の孔子ファンが語る逸話のほとんどは、証拠がないし、歴史的に矛盾しているケースが多

々存在する。後世の孔子ファンがつくった孔子伝説を鵜呑みにしてはならない。

たとえば、５０代で国の法律に関する最高責任者である大司冠（法務大臣）に大抜擢された、

なんて有名なサクセスストーリーも、まったくの作り話の可能性がきわめて高い。事実「論

語」にはこんな名誉なことは一切書かれていない。

孔子は口では大言壮語し又人生訓を垂れているが、後世に残るような業績は一切ない、何も

成果を残せなかった。孔子の名誉の為につけ加えるが孔子はとにもかくにも努力はした、し

かし努力はすべて空回りに終わり、結果は残せなかった、ある意味悲運な人だったとも言え

る。

皮肉な言い方をすれば「どんなに努力しても、必ずしも報われるものではない」という現実

の厳しさ、不条理さを子供たちに教える辛口の道徳教材として適していると言えなくもない。

ところが中国及び日本の孔子信奉者にとっては捏造された偉人・聖人の孔子のイメージを毀

損する研究や主張はとんでもないことであり、「論語」のダメなところや矛盾点を批判するな

ぞとんでもないどころか暴挙と決めつける。その権威至上主義は学門の徒としてあるまじき

態度と言わざるをえない。儒教を宗教としてとらえるなら、信ずる者は救われるの格言があ

る様に「論語」をすべて正しいと信ずるのは勝手であるが、道徳教育・社員教育と称して生

徒や社員に押しつけてはならない、なぜなら個々人の信教の自由を侵してはならないからで

ある。

欧米では、イエスを宗教上の聖人としてではなく、一人の人間として歴史的に研究し、その

実像に迫ろうとする試みが科学的な学問研究が行われている（少なくともこれが正しい道だ

ろう）。更に言わせてもらえば、批判めいた意見発表には孔子信奉者（研究者た学者たち）は、

怒るか無視する傾向にあり、孔子や「論語」に批判的な学説は、異端の説として無視されて

来ている。古代史に限らず学問は、先人の研究成果を覆すことで進歩していく。先達の説へ

の批判を禁じたらそこで学門は死ぬ。事実孔子研究は学門としてすでに死に体といえる状態

である。

ちょっと話を横にそれるが、日本の現安倍政権はﾒメディア等の批判にさらされ、むしろ集中

砲火状態と言える。これが民主主義でありメディア等が政権にちょうちんをつける様になっ

たら日本の世はおしめいだ。政権は批判される為にあるのだと安倍ちゃんあたりは開き直っ

ている感すらある。これでいいのだ。一方中国の習近平政権はメディア等の批判を強力に抑

え込んでおり、国民に自由に物を言わせない状態と言える。

最後に私なりに気づいたことを一つ述べることにする。儒教道徳では、エライ人は絶対エラ

イ。年上者はエライ。親も先祖もエライ。年長者の意見は正しいのだから逆らってはいけな

い。超昔の超エライ人である孔子様の言葉となればそれは、もう絶対に正しく批判や否定を

してはいけない。つまり西洋思想から見ると不条理な論理と言える。近年日本人のノーベル

賞受賞者（科学技術の分野）が激増している。ところがアジアの先進国といわれている中国

・台湾・韓国・シンガポール等の国からほとんど受賞者を輩出していない（一昨年中国から

マラリアの研究で１人受賞）。私たし的には日本人と頭脳の程度はほとんど変わらないのに何

故なんだろうと疑問に思っていたが完全氷解することができた。

実は上記の原因は儒教にあるとの結論にいたった。日本は儒教を国教としなかった。学問と

してのみとらえ、まあ親孝行と礼儀作法程度は道徳として取り込んだがその他を日常生活の
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中に取り入れていない。

「論語」の泰伯篇の中にある以下の言葉こそが中国及びその周辺諸国がノーベル賞受賞者を

排出出来ない大きな原因といえる。

『学は及ばざるが如くするも、猶お、之を失わんことを恐る』

“つまり学問というものは走っても走ってもまだ追い付かないのではないかと言う程に一生

懸命に走っても、それでも追い付かないことを恐れるという様な態度で勉強しなければなら

ないと言っている。確かに学問する場合に、これでいいと言うのではすぐに限界に達してし

まう。だから常に負い掛けるかのようにやる必要がある”

という意味である。実はここに問題点が存在する。つまりいつも前に一定してそびえている

ものを追いかけるだけでは、それにも限界がある。新しい境地を切り開くという理念は存在

しない（創造性がない）。他者から学んだり、パクリパクリだけでは先頭に立てない。先人を

先達を追い抜き、追い越す理念、精神なくして科学上の大発見・大発明は生まれない。

今日日本人のノーベル賞受賞者の激増を目の当たりにして、我々日本人は欧米人に劣らず、

容易に未知の領域に足を踏み入れていける様になって来た。ところが儒教にこだわっていた

ら進歩はない。儒教の様な善悪、道徳的不道徳的な思考からは創造的なものは生まれにくい、

今日混沌とした世界の中でどう日本は生き残り、活路を見い出し、世界をどう立ち行かせる

かということを考えなければならない。つまり戦略が必要となってくるついでながら戦略と

は何も戦争に限ってのことではない、例えば経済戦略もあり文化戦略もあり複雑な世界のあ

りのままの情勢にどう対処していくかと言うことである。

この場合儒教的発想は助けになるどころかむしろ妨げになるだけだろう。

次号につづきます。

「オープンロータリー例会」の開催について

実行委員長 矢来正和 副委員長 井上正雄 勝山達郎 村上咏実子

日 時 ： ２０１７年５月１１日（木）19：00～ 21：00 受付 18:30～
場 所 ： 「魚匠庵」 金沢市駅西新町３-１３-１７ TEL(076)231-1144

  内 容 ： （１）代表者による卓話「ロータリーと私」

（２）ゲストのご紹介・ゲストより自己紹介

 会 費 ： 会員並びにご友人・知人の会費は全額クラブにて負担いたします。

会員のご家族はお一人２千円をご負担いただきます。

※飲酒される方はお車の運転をご遠慮ください。

  5/11 オープンロータリー例会出欠通知をお願いします。  

金沢市内ロータリークラブ ５・６月 例会変更のご案内

金 沢：5/31（水）18：00 金沢ニューグランドホテル「夜間例会」

金沢東：5/1（月）休会 6/19（月）休会
金沢西：5/19（金） 5/21（日）浦和東 RC合同例会振替のため休会

6/30（金）18:00～ 金沢東急ホテル「最終夜間例会」

金沢南：5/2（火） 休会 6/20（火）18：30～ ホテル日航金沢「最終夜間例会」

6/27（火） 休会

金沢北：6/22（木）18：30 松魚亭「最終夜間例会」 6/29（木）休会
香林坊：6/19（月）18：30 場所未定「やれやれ会」 6/26（月）休会
みなと：5/2（火）休会 5/16（火）白山比咩神社参拝例会 12：00 6/27（火）休会
百万石：5/11（木）19：00 魚匠庵「オープンロータリー例会」

6/15（木）休会（富山西ＲＣ訪問） 6/22（木）19：00杉の井「会長幹事慰労会」
6/29（木）休会

韓国青少年受入ホストファミリー等の募集について（至急）

青少年奉仕責任者 大路 孝之 南光州 RC友好担当 金 沂秀 石丸 幹夫
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当クラブと韓国南光州 RCは 1999年に姉妹クラブの提携をし、その年の８月、南光州 RC
から少年少女をホームステイに受け入れ、以来十数年にわたり交互に留学生を派遣し、互

いの文化を体験し交流を深めています。

今年度は下記のとおり、４名の少年を受け入れするにあたり、ホストファミリーの募集

をいたします。可能であれば２名ずつの受け入れをお願いいたします。

また自宅での宿泊は難しいけれども、空港での出迎えや送迎、また一日・半日単位の観

光案内等についてご協力いただける方についても募集いたします。

韓国の子供達が日本の家庭でホームステイを体験し、日韓の友好を深め、良い思い出づ

くりができるように是非とも会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

別紙を 4/25（火）までに FAX（262-2241）またはメールにて返信ください。
１．日 程 ５月１０日（水）午前 小松空港着

５月１４日（日）午前 小松空港発 の４泊５日

１．受入学生 ヤン ジェウオン 中学３年〔ヤン ジョンス梁正沫会員 大韓自動車

工業代表子息〕

ヤン スンヒョク 中学１年〔 〃 〕

イ ジホ 中学１年〔イスンウ李承宇会員現代海上ピチカラム支店子息〕

オム ソンウ 中学３年〔オム ヒョンゴン厳蛍呻会員シティ建築

事務所建築士子息〕

３．経 費 観光地での入場・入館料、交通費、食事代など領収証のあるものについ

て、クラブ予算（10万円+α）からお支払いたします。
４．その他 ①会話は簡単な英語による意思疎通のほか、金会員のフォローがあります。

②受け入れ学生については、5/11（木）「魚匠庵」で開催されるオープン
ロータリー例会にご参加いただきます。

ハイライトよねやま ２０５

遺言によって、指定した個人や団体へ指定した資産を残すことを「遺贈」 といいます。

当会では 2000 年度から、遺贈によるご寄付に対応するため「遺 言寄付制度」を設けて、

事業へご賛同いただける方のご意志を募っています。 大阪在住の米山学友で、元関西

米山学友会会長の林小微さん（台湾／ 1983-84 ／和歌山東ＲＣ）は、2009 年 1 月、学友
として初めて遺言寄付を申請してく ださいました。そして、今年 3 月に事務局を再訪

し、2 回目の遺言寄付を申 請されました。 最初の申請の際は、寄付の事例として紹介

することを固辞された林さんで すが、今回は、「学友にもこのような制度があることを知ってほしい」

との思いから、紹介するこ とを了承してくださいました。

林さんからのメッセージ 奨学会からの資料を⾒て「遺⾔寄付」という制度があることを知りました。

2008 年に学友会の⽤事で⽶⼭事 務局を訪問したついでに、学友はできないのか聞いてみたところ、「で

きるが、まだ例はない」とのことでしたので、 「では、その第⼀号になりましょう」と申し出ました。

主⼈の了解も得られたので、遺⾔寄付の申込書を提出し、 今回は⼆度目の申込みをしました。これで頂

いた奨学金に対して、ご恩の「倍返し」ができました。これから 「10 倍返し」できるよう、⻑⽣きしな
がら頑張りたいと思います。

カワセミをもとめて １２ 村田祐一

１４日お昼休みにやっと会えましたが１００メートル先に現れました。望遠レンズの性

能を超えて綺麗な写真が撮れませんでした。自信作が撮れるまでは桜などの写真で ......。
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会員消息

浦田クリニック /スコール金沢 開業記念パーティー

H29.4.22 （土）ホテル日航４ F鶴の間
多くの著名人を始め約 300 名が参加し、その前途を祝し
ました。あらゆる設備と機会を網羅して、健康増進のた

めの理想を追求されている浦田哲郎会員の着想と実行力

には感心しました。（編集部））

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

クラブ例会予定
4/6 森 眞一郎会員

4/13 村田 祐一会員

4/20 休 会

4/27 鳥井 孝一様 税理士

5/4 休 会

5/11 オープンロータリー：魚匠庵にて

5/18 太田 豊氏 雅楽奏者

5/25 クラブフォーラム
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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


