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2017年 5月のロータリーレートは１ドル＝ 110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

５月の大型連休を控え皆

さん色々なご予定がある

でしょうが、北朝鮮情勢

では今日がＸデーと言わ

れています。新月の暗い闇夜に乗じて攻撃というパターンがあるそうで

すが、平和なゴールデンウィークが迎えられればいいかなと思います。

私事ですが、当番医の予定がありまとまった休みがないため、一人でバスの旅をしようと

計画しています。例会も来週は休みで再来週がオープン例会です。先週浦田会員の「スコ

ール」お披露目パーティが鶴の間であり、すごい参加者の数でした。「スコール」の設備

は素晴らしく、医療機械と家具も素晴らしく一度ごご覧になられたらよろしいかと思いま

す。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト 〔卓話者〕税理士 鳥井 孝一様

(2)ビジター 香林坊ＲＣ 青山 幸司様

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕武藤清秀幹事：

①来週 5/4の例会は、祝日のため休会となります。
②再来週 5/11 は「魚匠庵」において 19 時よりオープンロータリー例会を行い
ます。

③お手許にお配りしています「孫のいのちのための緊急のお願いについて」

4/13 行われた理事役員会で、クラブのニコニコ会計から１０万円を支出し寄付することが
決まりましたのでご報告いたします。

〔委員会報告〕

矢木正和会員：再来週 5/11「魚匠庵」さんでオープンロータリーを行います。お返事がま
だの方は、出欠とバスに乗るか乗らないかについてなるべく早めに事務局へご報告をお願

いします。それと卓話について二人予定していまして、これからお願いにいった際にはニ
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ッコリ笑って”わかったよ”と言っていただければたすかります。よろしくお願いいたし

ます。

６． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥5,000- 本年度¥438,000- 残高¥6,515,326-
武藤清秀幹事：皆さん今晩は。鳥井さん卓話よろしくお願いします。 私事で

すがアメリカで生まれた孫を現地で見てきました。

上杉輝子会員：鳥井様 本日ようこそいらっしゃいました。ずっとお待ちし

ていました。

村田祐一会員：鳥井さん ようこそ。お話楽しみにています。

７． 講話の時間

『 おもしろそうな税の話 』 鳥井 孝一（とりい こういち）様

紹介者：川会員 今日は鳥井先生をお呼びしましたが私のお店をみてくださっている税

理士さんで、このクラブにはご存知の方がとても多くいらっしゃるそうですが、卓話は

初めてとういうことで少しプロフィールをご紹介いたします。

〔プロフィール〕

昭和 47 年に金沢国税局に入庁後、北陸三県の各税務署に勤務し、平成 15 年税務大学校
(埼玉県和光市)教授、同 21年金沢国税局資産課税課長、同 23年金沢国税局総務課長、同 25
年金沢税務署長に就任し、同 26 年 7 月に退官、同年 8 月に金沢市内にて税理士業を開業
し、現在に至っている。

金沢二水高等学校時代に合唱部に所属、以来、金沢市内の各合唱団の代表等を経験し、

現在「片町メンズクラブ」のメンバー、「マ・ドンナ」 (女声アカペラユニット )の指導者
として、各種コンサートに出演している。

また、朗読劇「未来へ」(事務局 :東京都千代田区)のメンバーとして、全国各地のステー
ジに立っている。

〔卓話概要〕

国税の現場 42 年間の経験
を踏まえて、国税の組織・

仕事の内容を紹介するとと

もに、調査や確定申告など、

税務の最前線でのエピソー

ドなどを紹介する。

そして、現在、税務当局が

注目している富裕層につい

て、土地や株式の評価、パ

ナマ文書、さらに相続税などの話題を交えなが

ら、現状を説明する。

また、国税局総務課長時代に制作した「納税

の歌」(Yow Tube で動画配信中)の取り組みから
完成に至るまでの話題を提供し、DVD を鑑賞す
る。

最後に、全国展開している朗読劇「未来へ」(著
書「それからの特攻の母」の朗読劇版 )の活動状
況を紹介する。

８．質疑応答

９．謝辞・謝礼

点 鐘
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青少年交換受入学生 南光州 RCより
ヤン ジェウオン君 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 スンヒョク君 中学１年〔 同上 〕

イ ジホ君 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 ソンウ君 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〕

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

パストガバナーからの手紙 302回 2017.5.11 炭谷 亮一

「孔子の実像にせまる」その２

最後の最後に儒教にとって最大の厄介な書物はなな何んと原典とも言える「論語」であ

る。同様に儒教にとって最も困った人物はうそではなくなな何んと「孔子」であった。

孔子の死後、後学の徒はその遺志を受け継ぎ、孔子は王者ともなるべき偉大な聖人だった

と宣伝してまわる。だが「論語」が記す孔子の言行、孔子の人生は、彼らが偽装宣伝を進

めるうえで最大の障害になった。

「論語」の中の孔子は、卑賊に生まれついて一介の匹夫で、どこをどうこじつけても、王

者・天子との接点が見出せない。なにせ孔子自らが「吾少とき賊し」と語るので、なんと

も始末が悪い。

孔子は「論語」の中で、比類なき礼学者を自称するが、彼が然るべき人物から礼を学んだ

形跡はどこにも見当たらない。しかも夏・殷・周三代の礼制を知りつくす大家だった以上

孔子が蘊蓄を傾けた礼学の書物が残されていて当然のはずなのだが、そんなものどこにも

存在しない。

それどころか孔子は三代の礼制について、ろくな知識を持っていなかったのではないかと

疑わせる言動までが「論語」にしっかりと記録されている。

又「子曰く、数年を加え、五十にして以て易を学べば、以大過無かるべし」とある以上、

孔子は易学に通じて大過なき生涯を全うしたと考えたいところだが、孔子の手になる易学

の成果など、影も形もない。

それでは孔子は何をし、偉人・聖人と呼ばれるようになり更にはその業績から今日では世

界中の大学に孔子の名を冠した孔子学院なる中国文化及び儒教の価値観の普及の拠点づく

りも行われた（わたし的にはここから中国共産党からの指令が出されており又周辺に居住

する中国人の統制・監視をも行っていると考えている）。しかしぶっちゃけ、私の浅学非

才さをもってしても孔子は後世の人達が言う程の業績は残していない。それは死後に伝説

を捏造され、偉人・聖人にまつり上げられ、儒教関係者たちに都合よく利用されてしまっ

た。・・・・・・・・これが歴史的に正しい孔子像と言える。

長く孔子を偉人・聖人とあがめるよう教育された私より年長の人達にとってはショッキン

グで口角から泡を飛ばさんばかりにくってかかられるのは承知の上である。
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例えば「論語」通といわれる人はよく引用する一節に子曰く「義を見てせざるは勇なきな

り」があるがこの意味は日本人の大多数は、「不正がおこなわれていると見聞したのに黙

っているのは勇気がないことだ」と正義を鼓舞する意味に使われている。しかし孔子の意

図するとこは、「自分の祖先の霊でもないのにまつったりするのはまちがった礼法である。

そして正しいまつりかたを知ってやらないのも勇気にかける行為である」と。つまり祖先

の霊を正しくまつりなさいよと戒める発言であり、とても狭い意味の教訓でしかない。多

くの日本人は孔子に好意的な大変に間違った理解をして来たことになる。

さてこの辺で私自身が孔子に関する書籍を何冊か読破して「孔子は実際どんな人物だった」

のか推論を試みた。

現在、日本の辞書等で「孔子」の項目を調べると大抵は以下の様に書かれている。“中国

春秋時代の学者、思想家、儒教の始祖と書かれている”この内学者と言えば言えなくもな

いと思うが「思想家」「儒教の始祖」こちらの方はどちらも間違いであると思う。バカヤ

ロー炭谷辞書が間違いを書くわけないだろうとの問いに私は「論語を読んで、どこに孔子

が思想家であるいは儒教の始祖と書かれている箇所がありますかと問いたい。そんな言葉

はどこにも存在しない！！

「論語」は孔子の孫弟子やそのあとの世代が中心となって書いたものであり、その後長年

にわたり増補、改訂、改竄、加筆が行われた、これらを行った孔子の弟子（孫弟子、孫孫

孫・・・・・弟子）達は一切孔子を思想家とも儒教の始祖とも呼んでいない。

大体この人類史上、どうやら２万数千の職種が存在していると言われており、この中に思

想家と言う職業は存在しないと言われている。では人類史上最初の哲学者、思想家、あの

有名なギリシャのソクラテスは思想家ではないのかと問われれば、ソクラテスの職業は彫

刻家であった。オマンマは彫刻で食べていた。完全な間違いである。

儒教は、孔子の死後数百年たってから体系化されたものであり、「ブッダ」「イエス」「ム

ハンマド」等と異なり、孔子には自信が宗教家であるとの自覚すらなかったのではと考え

ている。

さてこの偉大な孔子の名を冠した「孔子学院」なるものは日本はもちろんのこと世界中に

展開し、孔子の教えを更には中国文化を広めようとしている（金沢にも北陸大学の内に存

在している）。

しかし国外展開という政策に矛盾が見られる。中国外交学院の研究者に対して、ある欧米

人は次のように述べている“孔子を始祖とする儒教の価値観を世界に広めるのは結構だが、

問題は中国自身がそうした価値観を重要視していないように見えることだ”とつまり・・

・現在の中国を見ていて、孔子の教えを重視していれば、中国はもっと良い国になってい

るはずだと痛烈に批判した。

言説をめぐる問題は結局、ある問いに結びつく。すなわち中国はどんな自己像を世界に提

示したいのか？政府や当局の振子ハードパワー（強権）を市民が恐れる社会は、説得力を

持ってソフトなイメージを打ち出すことなとできないだろう。高所得国に変貌しつつある

中国は、国民が生活水準以外の面でも期待を抱ける国になるべきだと語った。上記の欧米

人の意見をすんなり私は理解できる。

かつて中国共産党史家・章百家は“中国は自ら変わることで世界を変える傾向がある”と。

私たし的には良い方変われば中国の国際的イメージは飛躍的に向上するだろう。そして世

界は平和に一歩近づく。

次年度に関する『クラブフォーラム』

１．日 時 5月 25日（木） ・例会 19:00～ ・フォーラム 19:30～ 20:00
２．場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「オーキッド」

３．議 題 (1) 委員会別事業計画・予算について
(2) 20周年について
(3) 次年度年間行事予定について

４．その他 次期各委員長におかれましては、事業計画等についてご発表いただく予

定です
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富山西ＲＣ創立４５周年記念式典・祝賀会のご案内

当クラブと友好関係にある富山西ロータリークラブの４５周年記念式典・祝賀会に、合

同例会として参加することが 2 月 23 日の理事役員会において決定しておりますので、下
記のとおりご案内申し上げます。当クラブ 6/15（木）の例会は休会となります。
１．日 時 ２０１７年６月１５日（木） １７時より受付

１７：３０～ 記念式典 於：４階 翠鳳の間

１８：３０～ 祝賀会 於：２階 鳳凰東中の間

２．場 所 オークスカナルパークホテル富山（別添地図参照ください）

富山市牛島町１１－１ ℡ 076-433-1122
３．その他

(1) 会費１万円はクラブで負担いたします。
(2) 当日は現地集合といたしますので、飲酒され

る方はＪＲ等の公共交通機関をご利用ください。

なお、参加人数によっては貸切バスをチャーター

する可能性もありますのでお含みおきください。

詳細は決定次第ご連絡いたします。

参考：〔高速バス〕金沢駅東口２番乗場発 15:20
富山駅着 16:20 片道 930円

〔普通電車〕

金沢駅発 16:00 富山駅着 16:56 片道 1,220円
〔新幹線はくたか 570号〕
金沢駅発 16:09 富山駅着 16:32 片道 2,810円

〔新幹線かがやき 512号〕
金沢駅発 16:47 富山駅着 17:05 片道 3,130円

小鳥の名前を当てて下さい

４月２０日朝、今日は月に一回のリフレッシュの日、平日のお

休み日です。９時過ぎからのゴルフが嬉しくて、５時半には目

が覚めました。年の性？子供？時間を持て余して野鳥観察に普

正寺の森へいざ！残念！カワセミには会えませんでした。諦め

て帰る途中で出会った小鳥の写真です。今回は小鳥の名前を当

てて頂く問題です。正解された方、先着３名にはこの小鳥の写

真を差し上げます。私宛に解答メールをください。締め切りは

５月１４日とします。

ヒント：これまでに登場した小鳥の♀です。

見返りの美女、彼女の一言「私かわいい？」

とってもキュート メール宛先 mailto:yumurata@kma.jp 村田祐一

珍しいチュウリップコレクション
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花の女王ボタン

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
5/11 オープンロータリー：魚匠庵にて

5/18 太田 豊様 雅楽奏者

5/25 クラブフォーラム

6/1 小西 裕太様

6/8 小浦 勇一会員

6/15 休会 富山西 45周年記念例会参加
6/22 会長幹事慰労会：杉の井にて

6/29 休会
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