
- 1 -

2017年9月のロータリーレートは１ドル＝109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．国 歌 「 君が代 」

１．ロータリーソング

「 奉仕の理想 」

３．四つのテスト

４．上杉輝子会長挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介

〔ゲスト〕木村千裕（きむら ちひろ）様

〔ビジター〕金沢香林坊ＲＣ 後山潤一（うしろやま じゅんいち）様

７．今月の誕生者の紹介

１日 村上 咏実子（むらかみ えみこ）会員

３日 上田 喜之 （うえだ よしゆき）会員

３日 柴田 未来 （しばた みき）会員

１０日 木下 眞知子（きのした まちこ）会員

２．皆出席顕彰 該当者なし

《 食 事 》

９． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：

例会便り
第 894回

2017.12.7（木）
例会出席 27/47 57.45 ％

11 月の平均出席率 57.91 ％
ホテル日航 5F

＝＝ようこそ ロータリーへ＝＝

新入会員入会式

仲島 康雲（なかしま こううん）会員

今日から皆さんとご一緒にロータリー精神

を重視して一生懸命精進していきたいと思

いますし、また社会に貢献していきたいと

思います。ぜひご指導ご鞭撻いただきます

ようよろしくお願いいたします。

（（株）加賀屋副支配人）

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0892 2017.12.14

．
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①本日は「年次総会」の後、「理事役員会」「２０周年実行委員会」「素囃子練

習会（第１回目）」を開催します。

②来週の例会は19時より、寺町「仁志川」におきまして親睦会となります。

③再来週は19時より、3Ｆ「孔雀の間」におきまして年忘れ例会を開催いたします。

〔委員会報告〕金沂秀会員：

先日はパイロットクラブチャリティコンサートにお越しいただき有難うございま

した。寒い日でしたがおかげさまで大盛会でした。引き続き応援をよろしくお願

いいたします。

１０． ニコニコＢＯＸ 紹介

上杉輝子会長：本日の年次総会宜しくお願い致します。

大路孝之幹事：仲島さん、ようこそ！クラブに入会していただきありがとう

ございます。今後ともよろしくお願いします。

杵屋喜三以満会員：今日より素囃子のおけいこが始まります。良い舞台にな

りますよう私も職業奉仕させていただきます。

武藤清秀会員：皆さん今晩は。次年度理事役員を快く引き受けて頂き有難う

ございます。年次総会よろしくお願いします。

《年次総会》
上杉輝子会長：本日の年次総会宜しくお願い致します。

① 次年度理事・役員名簿（案）の提出について・・大路孝之幹事よりご紹介

② 次年度理事・役員名簿（案）の承認について・・承認されました

③ 武藤清秀次年度会長（現会長エレクト）よりご挨拶

ただいまご承認いただき有難うございました。次年度は会長・幹事・ＳＡＡが

全て男性会員となり、女性会員の多い百万石としてはさみしいかとも思います

が、理事の方に女性を交えてバランスがとれているのではないかと思っており

ます。今まで通り和やかで楽しいクラブを続けていきたいと思っておりますので、ご協力

をお願いいたしたいと思います。

《理事役員会》次年度事業について 武藤清秀次年度会長より：

これから各委員会などのメンバーの案を作成しますので、皆さん快く引き受け

ていただければ有難いと思います。それと作業としまして、毎年「クラブ要

覧」を作成するのですが、７月の新年度に間に合わせるためには５月末くらい

には校正を終えて内容を固めたいと思います。その中で大きなものとして人事

のことと、クラブ定款について話したいと思います。規程審議会が３年に一度

改定があるわけです。前回は２０１６年４月に改定されまして、その内容が金

沢百万石ＲＣの定款に必ずしも反映されていない部分がありますので、そこは見直して標

準の定款にのっとっていきたいと思います。クラブ細則に関しては規程審議会で推奨のク

ラブ細則がありますが当クラブで定款にのっとって決めることもできますので、これまで

積み上げてきた内容を尊重しながら見直していきたいと思います。クラブ細則については

江守巧会員（細則・ＣＬＰ担当）を中心に頑張っていただきたいと思っております。

《２０周年実行委員会》宮永実行委員長：

２０周年に向けてこれまで実行委員会で話をしてまいりましたが、これからは

皆さんと全体で２０周年の行事を盛り上げていきたいということで、例会時に

お時間をいただくことになります。今回初回になりますので、ご存知の方もあ

るかと思いますが資料にもとづき、こういう流れで進んでいますというご説明

をさせていただきます。また第１回の素囃子の練習でございます。ぜひ皆さんご参加いた
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だいきたいと思います。

２０１８年４月２１日(土)

【受付】14:00～ 石川県立音楽堂 邦楽ホール 金沢市昭和町20-1（TEL 076-232-8111）

【記念講演会】14:30～16:00 石川県立音楽堂 邦楽ホール 講師 櫻井よしこ氏「今、私

たちに出来ることは何か」

【記念式典】16:30～17:30 石川県立音楽堂 邦楽ホール

【祝宴】17:50～20:00 ホテル日航金沢３階孔雀の間 金沢市本町2-15-1（TEL 076-234-1111）

【登録料】12,000円：記念講演会の入場料を含みます 2,000円：記念講演会のみの入場料

講演会のチケットについて、総数８００枚を販売予定。会員ひとりあたり最低１０枚・目

標２０枚くらいかなあと思います。チケットとお金を交換する形をとりたいと思います。

また、たとえチケットが売れたとしても座席がガラガラでは恰好がつかないと会長もおっ

しゃっていますので、当日いらっしゃる方に売っていただくことが一番かなと思います。

チケットの売り上げの中で寄付をしたりということもさせていただく予定ですのでご協力

をお願いします。

役割分担について、事前準備についてほぼ確定ということですが、当日の役

割については流動的・とりあえずの内容です。素囃子のメンバーが確定した

後で当日の担当を決定させていただくことになるかも知

れません。こんな役割があるということをわかっていた

だければいいなと思います。

当日のお土産について布施美枝子会員にご用意いただい

たお菓子を全員で試食して決定。 点 鐘

《素囃子練習会》

杵屋喜佐以満（木村洋子》会員とお嬢様の 木村千裕さ

んが創立２０周年式典に行われる会員による演奏の指導を

ホテル日航の別室でおこないました。

２０１７年 年忘れ例会の開催について

クラブ管理運営委員長 井 口 千 夏

クラブ管理運営副委員長 東海林 也令子 親睦委員長 井 上 正 雄

恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しております。また、お子様向けのク

リスマスらしい『お楽しみ』もあり、ご家族・ご友人などお誘い合わせの上、ご出席いた

だきますようご案内申し上げます。

１．日 時 １２月２１日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）

２．場 所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣

３．会 費 (1)会 員 ６，０００円

(2)ご同伴者（成人） ９，０００円

(3)お子様（大人料理）６，０００円

(4)お子様（子供料理）４，０００円

４．その他 (1)オークションに出品される方は、品物に出品票（別紙）を添えて当日お

持ち下さい。なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。

年次総会報告について

◆次年度会長エレクトに 大路孝之 会員 が承認されました。

１２月７日（木）に開催されました年次総会において、次年度の理事・役員等が別紙の

通り承認されましたのでご報告いたします。 皆さん よろしくお願いいたします。
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2018-19年度金沢百万石RC 理事・役員名簿

役 職 氏 名 備 考

役 会 長 武 藤 清 秀

会長エレクト 大 路 孝 之

副 会 長 江 守 道 子

幹 事 井 上 正 雄

員 副 幹 事 東海林 也令子

会 計 西 村 邦 雄

ＳＡＡ（会場監督） 助 田 忠 弘

直前会長 上 杉 輝 子

理 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員 布 施 美枝子

長

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員 野 村 礼 子

事 長

会員組織委員会委員長 表 靖 子

広報委員会委員長 上 田 喜 之

常任理事 石 丸 幹 夫

吉 田 昭 生

＝＝＝＝＝＝＝会員随筆＝＝＝＝＝＝＝
パストガバナーからの手紙 328回2017.12.14 炭谷 亮一

Ｔｈｅ Ａｎａｔｏｍｙ ｏｆ Ｓｏｓｅｋｉ 序章「はじめに」

１８６７年夏目漱石は江戸に生まれ、幼くして養子に出され、不遇な少年時代を過

ごしたが、漢文や英語に早くから親しみ、成績も秀でていた。

病弱の為、学業を中断せざるをえない時期があり、更に１９歳の時には肋膜炎を患

って旧制高校を落第することなどもあった。しかしそれら逆境をはね返して卒業まで

を首席で通し、若くして私塾の教師も務めた。

その後、東京帝国大学を特待生として卒業し、大学院に進学した。東京で英語教師

の職を得たが、相次いで近親者を亡くしたことなどもあり、神経衰弱（現在の精神医

学を基に漱石について知りうる限りの病状から考察すると、おそらくうつ病である。

今後は病名をうつ病と表記する）になり辞職した。

東京から逃げる様に愛媛へ、更に熊本へ赴任し、結婚した。しかし夫婦生活は順風

満帆とはいえず、妻 鏡子は慣れない田舎ぐらしと流産が原因でヒステリー症状をた

びたびみせ、遂には自殺未遂まで引き起こす様になり、漱石を散々悩ませた。それで

も夫婦には２男５女の子だくさんであった。

１９世紀最後の年（１９００年）、漱石は文部省の命をうけ、英語教育の研修の為、

単身イギリスに向かう。国費留学だったが、日本は当時開国したばかりの貧乏国で、

漱石が受け取る金額は乏しく、生活は困窮した。

又、後に漱石自身が「英国紳士の間にあって、狼群に伍する一匹のむく犬の如」と

振り返る様な、劣等感と孤独感にさいなまれ、再び重度のうつ病に陥ってしまった。

その状態は文部省内にロンドン在住の文部省関係者からの漱石のただならぬ実情がも

たらされており「漱石発狂せり」との噂がたったほどだった。

ほうほうのていで２年間の留学を終えた漱石は帰国後、小泉八雲（ラフカディオ・

ハーン）の後任として日本人初の東京帝国大学英文科講師となる。

しかし漱石の講義は学生間での評判はすこぶる悪く、強く叱責した学生が自殺した事
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件をきっかけに一時小康を保っていたうつ病が悪化、漱石は妻とも２ヶ月別居してい

る。

そんな折、昨年亡くなった友人 正岡子規の弟分の高浜虚子の勧めで、症状を和ら

げる為に書いたのが処女作「吾輩は猫である」だった。

１９０５年（明治３８年）雑誌「ホトトギス」に１回の読み切りとなる作品が読者に

好評を博した為、結局８月まで１１回もの長期の連載となった。初期の作品に多く見

られる様に、漱石はイギリスで英国紳士の適格で上手なアイロニーをきかせたユーモ

アとジョークを日本に輸入しており、自身の江戸っ子気質と相俟って作品にインパク

トを与える強力な手法を手にしたと言える。

ある時、大学の講義中、懐に手をいれたままの学生を見つけて「行儀が悪い」と注意

したところ、その学生は身体障害者で腕がないと知っても「私もない知恵を出して教

えているのだから、君も腕を出したまえ」と答えたと言うエピソードが残っている。

「吾輩は猫である」処女作の成功で次々と原稿依頼があり「倫敦塔」「坊ちゃん」

…「野分」を執筆した結果、作家活動一本で生計を立てる自信が出来、又、自然と涌

いて来る作品へのイメージ、独創性、創造力に自信を持ち、この調子なら少なくとも

１年に１作１０年はいけるのではと踏んだのではないだろうか。いや、むしろ「三四

郎」「こころ」等までの構想すら、すでに持っていたのではないかと思う。

漱石の人生に重くのしかかっていた、うつ病と胃潰瘍は執筆に熱中すればする程、症

状は快方に向かうことを知り、小躍りせんばかりに喜んだであろう（精神的ストレス

と胃病は正比例の関係にある）。

ここに漱石は作家活動一本で行く確固たる決断をし、我々日本人は千年に１人の文豪

の作品を眼にする幸せを味わっている。

本稿の第一章では同時期の文豪「森鷗外と漱石」と言うテーマで２人の差異を明ら

かにする。

第二章では「明治のガンコ者『夏目漱石』の真実」と言うテーマで私なりになぜあん

なにも一徹で、こだわりを持ち、ガンコだったかを精神病理学的手法で分析解明を試

みる。

第三章「吾輩は猫であるの発想は？」、第四章「『坊ちゃん』の不思議」では登場人

物、そして漱石自身をも再び俎上にのせて解剖するがごとくバラバラにして更には、

やはり精神病理学的手法をも用いて解明を試みる。

最終章まとめにおいて、日本文学史上漱石のなしえた業績を称えたい。

エイトスプログラムとは？ 国の立場で考えると No13. １２．１４．

この狭い日本に放射能汚染地の代替え地はない！被曝が予想される人々を安全な場所に移

住させる国土の余裕はない。ではどうすればよいのだろうか？知恵の働く人がいて、エイ

トスプログラムなるものを考えだしました。

1. エートス・プロジェクト主導者のジャック・ロシャール氏と福島のエートス・プロジェ

クトとは。ロシャール氏と共同でプロジェクトを進めてきたテリー・シュナイダー氏（Th

ierry Schneider）の所属母体

CEPN(Nuclear Protection Evaluation Center) 放射線防護評価センターが国際原子力ロビ

ーの中心にある。

2. プロジェクトの究極の目的が「コスト・ベネフィット（費用効果）」にある点。住民を

安全地帯に移住させるコスト、賠償コストと、汚染地域に残して、住民主導とみせかけた

「放射線防護教育・ダイアローグ」をする場合のコストとを比較して、エートス・プロジ

ェクトを始めた。つまり、プロジェクトの主目的が「政府が住民を汚染地域から出さない

ために、住民自らが残ることを選択したように見せる」ことである。

3. モデルとされるベラルーシのエートス・プロジェクトが子どもの健康面を無視し、現地

の小児科医の訴えと報告「＊ 誕生時からの恒常的な健康悪化＊ 深刻な症状の急激な増加
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＊

ブレストでは入院を必要とした子どもが1986-87 年の10 倍に増加した。」を公式報告書か

ら削除しました。

福島のエートス・プロジェクトも汚染地に子どもを残し、健康面と医療面を無視する可能

性が大きい。

エートス・プロジェクトが行われた5 年間、ベラルーシェでは状況はどんどん悪くなって

いきました。呼吸器感染が頻度だけでなく、深刻度の点でも増えていき、異常な合併症を

伴い、心臓病もずっと深刻化し、どの症状でも同様でした。チェルノブイリ原発爆発の年

は、入院が必要な事例は年間100だったのに、その後、極度の感染症による入院者数は年々

上昇し、最後の年は1200事例でした。エートス・プロジェクトが始まって、この増加線は

安定するどころか、学校での欠席者数は増え続けました。問題は生まれると同時に始まり、

新生児のほとんどが治療を必要としていました。エートス・プロジェクトは医学的に見れ

ば「惨事」でした。

日本では今後どうなるのでしょう？福島原発メルトダウン前までの放射能の安全値は１ミ

リシーベルト以下でした。現在は研究論文では否定的な論文が多い中「１００ミリシーベ

ルト以下の被曝では健康被害は起きた証拠はない」との山下教授などの意見を取り入れ、

福島とその周辺は２０ミリシーベルト以下を安全値と国は変更しました。前にも話しまし

たが、国の放射能に関する基準は現在ダブルスタンダードです。医療現場は厳重に管理下

に置かれていて２０ミリシーベルト以下より厳しい値で管理され、違反すると罰せられま

す。国や自治体は土地を一応除染しましたが十分ではありません。除染された木の葉や土

などはコンポストに詰められ至る所にうずたかく積み上げられています。これら放射性物

質の総量は同じだが８０００ベクレル以下に薄めて全国にばら撒く算段をしています。学

校や幼稚園をはじめ公共機関を立派な建物に建て替えて住民の帰還を促しています。お年

寄りと一部の方は帰還していますが子供たちを抱えた多くの方々は帰還していません。帰

還しない多くの方々は国の言葉を信じていないからです。

健康被害について慎重に経過観察し、被害がでたら迅速に対応していくことが大切と考え

ますが、「甲状腺がんについては過度の検査で偶然見つかった」と国は考え、検査の縮小

を考えています。そうすれば「放射能被害は不明で証拠も残さない！」。証拠がなければ、

健康被害に対する補償もしなくて済みます。

そんな中、これまで自主避難をして安く借りていた公共の住居からの追い出しが始まりま

した。除染し、安全になったのだから避難の必要はもうないでしょう！避難の必要が無け

れば住居の提供も無くて良いでしょう。との論理ですが、充分な除染ではなく、ホットス

ポットもたくさん残り、安全基準に疑問点が残る中の追い出しのように感じるのは私だけ

でしょうか。

想像してください。

今まで安心して暮らしていたふる里が突然放射能に汚染され居住困難になりました。丹精

込めて育てていた稲田、牛たち、果樹園、愛犬や愛猫を見捨てて人間だけ避難しました。

生活の糧は失われて、わずかな補償金。その後、安全基準を緩めて一応除染されたとの怪

しげなお墨付きで帰還を促され、定期的健康調査も自己責任でしなさい。 これが現在の日

本政府です。 棄民政策でしょうか。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
会員消息

１２月７日 施設でのインフルエンザの注射を終え、天気が良かっ

たので普正寺の森へ。

出会った人は「今日は小鳥見かけないよ！」 二天橋では成果なく、

水車小屋へ、キツツキの仲間がチラリズム。

３時半ごろにササゴイの池へと移動。

しばらく観察小屋で粘っていると突然碧い影が水面の上を飛んでいる。

先の日曜日にオオタカにカワセミがささごいの池で襲われたと聞いていたので諦めていた
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のだが。カワセミのオスではないか！！それも１０数メート

ルの距離の枝にとまってくれた。それからは至福の時間、枝

から小魚を狙ってダイビングを繰り返す。

春先から始まりようやくカメラに収める事が出来ました。年

忘れに写真楯に入れてオークションに出しますのでみなさま

よろしく！ 村田祐一会員

17.12.1（金）～26（火）10:00～18:00

金沢市安江町18-20 ArtShop 月 20映にて 宮永満祐美会員

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
12/7 年次総会 理事役員会

20 周年実行委員会
素囃子練習会
12/14 親睦例会：仁志川
12.21 年忘れ例会


