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2017年 8月のロータリーレートは１ドル＝ 111円 10/28（土）10/29（日）地区大会

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ
「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
イアン H.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属
オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度 2610地区ガバナー
クラブのカラーを出そう

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

２．上杉輝子会長挨拶：蒸し暑

い日が続いております。さっそ

く、ビジター、卓話の方ご紹介

いたします。

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト なし

(2)ビジター 金沢南ＲＣ 松本要（まつもと かなめ）様

《 食 事 》

５． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事

①本日例会終了後、この会場で第２回目の「20 周年実行委員会」を行います。
なお会報に各委員会名簿が掲載されていますので、ご不明な方は会報のＰ 5 を
ご確認ください。

② 10/29 加賀市で開催される地区大会 及び 11/19 高崎で開催される 2840 地
区の地区大会のご出欠について、本日中に事務局へご連絡をお願いします。

③ 9月 14日の例会卓話者は山野之義金沢市長です。
〔委員会報告〕村田祐一会員：来週の例会終了後の懇親２次会は衣川会員のお

計らいでホテル日航３０Ｆで行います。皆さんご参加ください。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 ￥ 7,000- 本年度￥ 108,000- 残高¥5,089,326-
上杉輝子会長：北山先生 本日のお話良くお聞きして勉強します。宜しくお

願いします。

大路孝之幹事：北山先生 今日の卓話、よろしくお願いします。

水野陽子会員：北山先生のお話楽しみにしています。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。先週末の内見会にお越し頂き有難うございま

した。皆さまのご意見を参考にがんばります。

例会便り
第 883 回
2017.8.24（木）

ホテル日航 5F
8/24 例会出席率

24/47 51.06 ％
7 月の平均出席率 63.89 ％

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0879 2017.8.31

．
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３． 卓 話 北山吉明（きたやま よしあき）会員

『 修練について 』

「修練」とは精神や技能をみがききたえること。

（広辞苑）によれば「心身を修練

する」「修練を積む」です。

ロータリにおける修練とはロータ

リアンとしてのあるべき姿に向か

って、心と身体に磨きをかけてい

くこと

ロータリアンとしてのあるべき姿

とはロータリ精神を身に付け、そ

れを実践していくこと

・ロータリ精神の理解のヒントは綱領に記載されている

ロータリーの綱領（基本要点・方針）

ロータリの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理

想を鼓吹し、これを育成し、特に、次の各項を鼓吹育成す

ることにある。

奉仕の機会として知り合いを広めること。

事業および専門職務の道徳的水準を高めること。

あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めることそしてロータリアン

各自が、業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしむること。

ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適応

すること。

奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

綱領をどう捉えるか この大変難しい綱領を、簡単に理解するには、各文言に必ず出て

くる「奉仕」に目を留めると良いようです。

ともかく、「奉仕をしなさい」がこの綱領を貫く基本姿勢のようです。

奉仕を、どんな機会をとらえて実践するか、について事細かく記載されているようです。

じゃあ奉仕って！？なに

綱領にこれでもかと登場する「奉仕」とは。国語辞典には「神仏、国家、社会、他人に尽

くすこと」とあります。

ところが数多いロータリーの公式文書のなかで、奉仕理念に触れているのは、なんと「決

議２３－３４」しかないようです。

ちなみにこの「決議２３－３４」とは１９２３年の国際大会に提出された議案第３４号の

略称です（もっとしっかりした名称にすれば良いのに、と思いませんか！）

決議２３－３４第 1条：奉仕理念
ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およ

びこれに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげ

ようとするものである。

決議２３－３４第２条：ロータリークラブの役割

奉仕の理論を団体で学ぶ

奉仕の実践例を団体で示す

奉仕活動の実践を個人で行うこと

ロータリーの奉仕理念と実践を一般の人に受け入れてもらうこと

決議２３－３４第３条：国際ロータリーの役割について（略）
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第４条：ロータリ運動は実践哲学（略）

第５条：クラブの自治権について（略）

第６条：社会奉仕実践の指針について

他と重複する奉仕活動の禁止・・・

（中略）・・、奉仕活動の原則は個人奉仕であり、クラブが行う奉仕活動はサンプルに

過ぎない。

結局、ロータリーの奉仕とは人生哲学であり、他人のために如何に尽くすことができるか、

を実践する。

クラブの中で奉仕のノウハウを学び、それを個人として実践していく。クラブは学校であ

り、そこで学んだことを、学校外で一人で実践していく。

実践する場所は、職場であり、家庭であり、その延長線上にある社会、である。といった

感じでしょうか。

ロータリーの修練とは以上に述べたことを実践する中で、自らの精神と身体を磨き鍛えて

いくことが、ロータリーの修練である、ということでしょうか。

個人の人生哲学に基盤を置くとすれば、奉仕の考え方、実践には、多くの見方、捉え方が

あるはずです。これを機会に、それぞれの人生哲学をもってこのテーマについて、ひとつ

じっくりと考えてみてはいかがでしょうか。

８．質疑応答

９．謝辞

追記 現在ではロータリーの綱領はロータリーの目的と翻訳され大分平易になりました。しかし依

然としてまとめにくいのですが、印象としては奉仕の第 1 は高潔な職業のようです。そのための「四つ
のテスト」がありますし、毎回例会で唱和しています。しかし、これだけではローターリーの世界的ネ

ットワークは必要ありませんので、更にすすんで、社会奉仕、国際奉仕をしようということになりまし

たが、この行動は気のあった仲間ともしたいものです。この仲良しを作るためにクラブ奉仕の概念がう

かびました。ロータリーの目的「知り合いを広める事によっ奉仕の機会とすること」頻回にに顔を合わ

せないと仲間作りは出来ません。これがないとロータリークラブの基礎が完全に壊れてしまいます。目

下のロータリーでまず必要なのは「知り合いを広める事｣かも知れません。よくガバナーも言われるので

すが「楽しいロータリー」の言葉は仲間作りの根本です。 私のロータリー歴 40年を振り返って見ると、
ロータリーが楽しくなるのもそうでないのも自分自身の中に責任があることに気づきました。とにかく

いろんな職業の人と友人になることはすごい事です。ロータリアンはどこでも奉仕の精神です。「個人と

してまたは事業および社会生活に於いて日々奉仕の理念を実践すること」と書いてあります。（会報編集

委員長：石丸幹夫）
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ガバナーノミニー（2019－ 2020年度ガバナー）決定宣言
2016-17年度ガバナー 岡部 一輝

2016-17年度地区指名委員長 柳生 好春

2019－ 20年度国際ロータリー第 2610地区ガバナー候補者とし
て 2016年 7月 1日付にて全クラブ会長宛に通知いたしましたが期
限内にクラブより推薦する申し出はありませんでした。

2017年 7月、指名委員会の選出意向を踏まえ、再度金沢ロータリ
ークラブの 松本耕作 君の意思を確認したところ、ガバナーに就

任する意思を表明され、指名委員会にて同会員を 2019-20年度ガ
バナーに選出いたしました。しかし同会員は 2017-18年度のクラ
ブ会長のため、2016-17年度の現時点では国際ロータリー細則第

16.070.3項を満たしておりませんでした。
そこで、新年度に入り改めて書式に則りＲＩ会長に申請したところ松本 耕作会員の選出

をＲＩ会長より承認を得ることができました。

RI細則第 14.020.10節の定めにより地区ガバナー指名委員会の選んだ金沢ロータリーク
ラブ会員 松本耕作 君を 2019-20年度ガバナーに就任するガバナーノミニーに選出され
たことを決定宣言いたします。

氏 名 松 本 耕 作 君（金沢ＲＣ）
ま つ もと こ う さく

職業分類 調味料製造

生年月日 1958年（昭和 33年）1月 11日生まれ
住 所 石川県金沢市寺町 2-8-28
最終学歴 東京大学経済学部経営学科 卒業

現 職 加賀味噌食品工業協業組合 理事長

職 歴 1982年 4月 株式会社太陽神戸銀行 入行

1988年 6月 同行 退社

1988年 8月 加賀味噌食品工業協業組合 入社

2004年 5月 同組合 理事長就任

金沢市内 RC例会日時変更
金 沢ＲＣ：9/20（水）18：00 金沢ニューグランドホテル「夜間例会」⒐ /27（水）休会

10/11 18：0018：00 兼見御亭「観月会」 10/25（水）地区大会へ振替休会
金沢東ＲＣ 10/30（月）地区大会へ振替休会
金沢西ＲＣ ⒐ /22（金）休会 10/6（金）18：00 辻家庭園「金沢みなとＲＣ合同例会」

10/27（金）地区大会へ振替休会
金沢南ＲＣ ⒐ /19（火）休会 10/10（火）休会 10/17（火）18：30 滝亭「観月会」

10/31（火） 地区大会へ振替休会

金沢北ＲＣ 10/1.9（木） 19：00金沢東急ホテル「金沢百万石ＲＣ合同夜間例会」
10/26（木） 地区大会へ振替休会

香林坊ＲＣ 10/3（月）18：30 金沢東急ホテル「観月会」 10/23（月）チャリティー
コンサート 石川県立音楽堂 10/30（月）地区大会へ振替休会

みなとＲＣ ⒐ /12（火）休会 10/3 → 10/6（金）18：00 ～辻家庭園 10/10（火）休会
10/31（火）地区大会へ振替休会

百万石ＲＣ ⒐ /7（木）19：00 ポール・ボキューズ「親睦会」 10/19（木）19：00
金沢東急ホテル「金沢北ＲＣ合同例会」
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パストガバナーからの手紙 315回 2017.8.31 炭谷 亮一

シェイクスピアの謎 その２「シェイクスピアは劇作家だったか？」

シェイクスピア最大の〈謎〉はストラッドフォード・アポン・エイヴォンというイギリ

ス中西部の田舎町出身でグラマー・スクールしか出ていないの役者風情にあのすばらしい

シェイクスピア作品が本当に書けたのかどうかということである。

「書けたはずがない」と考える人達はシェイクスピアの正体は有名な哲学者「フランシス

・ベーコン」だったとする説、又「第１７代オークスフォド伯爵がシェイクスピアという

ペンネームを使用させてもらったのだという説、別人説の名だけで数名挙げられている。

実はシェイクスピアの死後１００年余り誰もシェイクスピアはシェイクスピアであると信

じて疑わなかった。そして死後１００年間はシェイクスピア作品の評価はまずまずだった。

その後評価はだんだん高まり、２０世紀に入るとイギリス文学史上最高とまで言われ出し

まさにウナギ登りの状態になった。

ストラッドフォードで引退説生活を送り数年後に死亡し地元のトリニティ教会に埋葬され

たが、もしロンドンで死去していれば、あの有名人が埋葬されるのが常であるウエストミ

ンスター寺院に当然埋葬されていただろうといわれる位の評価はあったようだ。

さてストラッドフォード・アポン・エイヴォン生まれのシェイクスピアが劇作家シェイク

スピアだとする人々はストラッドフォード派と呼ばれるようになった。そうではなく別人

だとする説を支援する人々は反ストラッドフォード派と呼ばれ、両者は２１世紀に入って

大きな動きをするようになり、新説も飛び出し、新刊が次々と書かれて〈学問論争〉の様

相を呈してきた。

２００７年にロンドンのブルネル大学が「シェイクスピアは誰か？」という問題について

の１年の修士課程コースを新設し、２０１０年にはアメリカ・オレゴンのコンコルディア

大学がシェイクスピア作家問題研究センターを立ち上げ２０１７年現在まで実質オックス

フォード伯説を前提とする研究を続けている。

２０１１年には「もうひとりのシェイクスピア」というタイトルの映画が封切られ、１９

９０年代末期にイギリス BBC はシェイクスピア別人説と理解されるようなドキュメンタ
リー番組を放映し、この問題は盛り上がりを見せた反面、ますますややこしくなってきた。

なんせ４００年以上前のことであり、シェイクスピアが貴族だったらかなり詳細な記録が

残されているかもしれない、役者あがりの戯曲家では記録を残す必然性が存在しない。し

かも戯曲の生原稿は一辺すら残っていない。当時の戯曲の著作権は芸術一座に属しており、

作者は一座から作品を書き上げるつど数ポンドもらって版権を譲り渡していた。

しかもシェイクスピア自身による実際の言葉は１４語しか残っていない。その内サインが

６つ（これで１２語）と遺言状にある「By me私が書いた」の合計１４語である。メモも
手紙も一切残っていない。サインはそれぞれ、ふぞろいでスペルも微妙に違う６つのサイ

ンと“By me”である。想像するに手が震える疾患を持っていたような字である。果たし
てシェイクスピアは何者なのか？
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クラブ創立 20 周年
行事委員会が例会後

におこなわれました。

日時：H30.4.21
場所：県立音楽堂邦

楽ホール

講演者

櫻井よし子様

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 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

（監査) 後出博敏

(委員会) クラブ管理運営委員長： 井口千夏 副： 東海林也令子

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 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： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎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 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖子 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

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 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 大路 孝之

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 大路孝之

クラブ例会予定
8/17 真鍋淳朗氏卓話

【理事役員会】

8/24 北山吉明会員卓話

【20周年実行委員会】
8/31 塩谷マクスーダ氏卓話

9/7 親睦会：ﾎﾟｰﾙ・ﾎﾞｷｭｰｽﾞ

9/14 山野之義金沢市長卓話

【理事役員会】

9/21 小島久枝氏卓話

9/28 小西敦子氏卓話
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