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2018年2月のロータリーレートは１ドル＝110円 創立20周年記念祝典 2018年4月21日(土）

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

３．上杉輝子会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト

〔卓話講師〕

ホテル日航金沢料飲部レストラン課課長 桃李・銀杏店長

団子石 祐二（だんごいし ゆうじ）様

〔素囃子講師〕木村 千裕（きむら ちひろ）様

(2)ビジター なし

５．皆出席顕彰 該当なし

《 食 事 》

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕井上正雄副幹事：

今日と来週と素囃子練習会を行いますので参加される方はよろしくお願いいた

します。今日は「梅の間」が会場となりますのでよろしくお願いいたします。

７． ニコニコＢＯＸ 紹介 \9,000- 本年度\349,000- 残高\5,282,811-

上杉輝子会長：一段と冷え込み激しい毎日皆様、お元気でいらっしゃいますか。

本日、団子石店長様のお話楽しみにしております。

土田初子会員：今年はたくさん雪が降りました。今年もよろしくお願いします。

仲島康雲会員：プロが選ぶ旅館百撰１位表彰御礼。

８． 卓 話

「もっと地酒を知ろう～日本酒はもちろん、他も頑張っています。～」

団子石 祐二氏

例会便り
第 902 回

2018.1.25（木）19:00
例会出席率 18/47 38.30 ％
ホテル日航金沢 5階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0897 2018.2.1

．
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紹介者：衣川会員 前回はコンシェルジュの小島さんをご紹介しまして、今回は皆さんご

存知かと思います団子石さんをご紹介いしたいと思います。

〔プロフィール〕

1972年 石川県能登町（旧 珠洲郡内浦町松波）で生まれる

飯田高校卒業後、金沢国際専門学校1期生として入学、卒業。

1993年 ㈱モス ホテル日航金沢に1期生として入社。

1994年のオープンに向け、ホテル日航大阪 スカイラウンジ ジ

ェットストリームで研修

2013年1月にフランス、7月に大阪の1つ星で研修

ホテルは来年で24周年を迎える（勤務して25周年）

ソムリエ・ホテルバーメンズ協会認定ビバレッジアドバイザー・

コムラードオブチーズ・その他 日本さかな検定・小型船舶2級・

アマチュア無線

現在 料飲部 レストラン課 桃李・銀杏 課長としてサービスの責任者をしている。

ホテルバーメンズ協会北越支部 副支部長

〔卓話概略〕

まずお酒とは

昔のヨーロッパでは、「酒

は飲み物、水は汚いもの」

と考えられていました。

雨が降らない、硬水という

事もあり、水分補給はお酒

だったと言われています。

あまりアルコール分は強く

ない、解毒作用も強い人

種、遺伝でお酒に強くなっ

ていった。

水は傷みやすいですが、糖（ジャムなど）酸（ピクルスなど）アルコールは、殺菌作用が

あるので、ワインは、ぶどうのジュースをアルコールに変えて保存したものである。

石川県のお酒といえば日本酒

石川県に35酒蔵、に新しく農口尚彦研究所など素晴らしい酒蔵があります。

・農口さんといえば、能登杜氏四天王の一人、現在84歳。

他県で修行ののち、菊姫で杜氏を任される（最初の年の物は良くない評判がたった）

試行錯誤を試み認められ定年まで勤める。→鹿野酒造に杜氏として着任（菊姫の社長か

らの依頼→常きげんが有名となる）定年後、東京のお寿司屋のオーナーと共に農口酒造創

業。

2017年農口尚彦研究所設立（クラウドファンディングで100万円目標のところ2,000万円

でした）

・地酒の現在の流れ

世代交代 数馬酒造（竹葉）、吉田酒造（手取川）

能登杜氏→自社杜氏 久世酒造（ソムリエ）

インスタ映え 松波酒造



- 3 -

その他にも地酒はあるという紹介

山藤ぶどう園ホーライサンワイナリー ワイン 主な商品・YAMAFUJI・立山ワイン

1927年創業 富山市婦中町

「ぶどうの栽培から熟成まで、ひとつひとつの工程を丁寧に愛情込めてつくられる」

「くせもの」や「ときわすれ」など名前を聞いただけで飲みたくなるワインが多くある。

地元の人に消費してもらえる気取らないワインを目指す。ビールもいいけどワインで。

※カフェレストランやぶどう狩り、バーベキュー、収穫祭など色々楽しめる。

能登ワイン ワイン 主な商品・能登ワイン・心の雫

2004年 鳳珠郡穴水町

「能登の葡萄で、世界にも評価される、質の高い能登のワインを」

穴水で養殖された牡蠣の殻をぶどう畑に混ぜ込み、ミネラルを含んだ土にするために、土

壌改良を行っている。

ワインづくりはぶどうづくり、突き詰めればワインは農業。能登の「山と海と人」の恵み。

※お土産コーナーには、スイーツからワインまで充実した品揃え。

セイズ・ファーム ワイン 主な商品・SAYS FARM

2008年創業 氷見市

「ひとりの男のSAY―ひとこと―から始まった世界にひとつだけの、かけがえのないFARM」

※レストラン、宿泊施設もありポプリやシードル、ジュース、ワインに合う食品（釣屋魚

問屋）が並ぶショップもあります。

ハイディワイナリー ワイン 主な商品・相承（總持寺御用達）

2013年創業 輪島市門前町

「シンプルに[おいしい]と思うものをつくる」

「200年、300年つづくワイナリーを目指す」

※日本海一望のレストラン、ワイングッズやワインのおつまみなどのショップがある。

日本海倶楽部（仏子園） ビール 主な商品・日本海倶楽部

1998年創業 鳳珠郡能登町

過熱していない生ビール（市販品はビール酵母が取り除かれる）

チェコのブラウマイスターこだわりの、4種類のオリジナルビールを飲むことが出来ます。

※隣接のレストランは、ローストチキンやソーセージ、窯焼きのナンが食べられる。

日本発酵化成 焼酎 主な商品・能登ちょんがりぶし

1947年創業 1991年復活 珠洲市野々江町

「いい焼酎は、いそがない。自然がじっくりうまさを醸すまで」

能登杜氏仕込みの製法で、熟成焼酎を作っている。

ウイスキーとの違いは？

※女性好みのリキュールも作っています

「シソレ」生姜・紫蘇・レモン→珠洲芸術祭で「さいはてジンジャー」に改名

三郎丸蒸留所（若鶴酒造） ウイスキー 主な商品・サンシャイン

1952年創業 富山県砺波市

「ここ富山の地から、世界に愛されるウイスキーを生み出したい」

50PPM以上の本場イギリス産麦芽、庄川の地下水、スコットランド産の粉砕機、蒸留器の消

耗の激しい部分は地元の高岡銅器を使用。

※若手醸造責任者の熱い思いがウイスキーに表れる（シングルモルトは完売必至）
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現在進行形のお酒たち

金沢ブルワリー ビール 主な商品・金澤麦酒

2016年創業 金沢市円光寺

「伝統と新しさが織りなすこの地、金沢で愛される質の高いビール」

Vin de la bocchi(ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ﾗ･ﾎﾞｯﾁ) ワイン

2016年創業 金沢市俵町

「金沢の食文化に合うワインを造りたい」

金沢産のぶどうのみを使って仕込む「金沢100％」のワインを造る。

障害を持つ子たちでも安心して働ける場所を作りたい。

金沢ワイナリー（金沢大地） ワイン

2017年創業 金沢市

金沢市や穴水町の耕作放棄地を活用し、ぶどうの有機栽培に取り組んでいる。

９．質疑応答

１０．謝辞・謝礼

点 鐘

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

パストガバナーからの手紙 332回2018.2.1 炭谷 亮一

Ｔｈｅ Ａｎａｔｏｍｙ ｏｆ Ｓｏｓｅｋｉ 第四章 「坊ちゃん」の不思議

今回新たに「坊ちゃん」を深読みして、何だか割り切れない不可思議な疑問点が２つ浮

かび上がって来た。

まず第一点はこの主人公坊ちゃん、社会人として何かおかしい。約一ヶ月前に中学校に新

任の数学教師として、東京から四国の地方都市に赴任したが田舎の環境にまったく適応で

きず、更には教師仲間とも折り合いが悪く正義感か何だか知らないが、気に食わない同僚

に暴力を振るって、さっさと退職願いを出して東京へＵターンしてしまった。唯我独尊、

辛抱の足りない若者が「坊ちゃん」であった。

精神病は漱石の専売特許かと思っていたが、自身の小説の主人公をも精神病者として登場

させたのにはかなり驚かされた。いや漱石はただ単に自身の短気で無鉄砲な性格に似た著

者を主人公にしたつもりだったろうが私には精神疾患を持った主人公にしか思えない。精

神病は私の専門分野ではないが、私も医療人の端くれとして狭く浅い知識は持ち合わせて

いる。私の精神病理学的基準に照らして見ると、坊ちゃんの主人公はアスペルガー症候群

の患者と言える。

近年アスペルガー症候群はかなり詳細に解明される様になってきた。アスペルガー症候群

は発達障害の一種である。発達の遅れではない。得意・不得意が不均衡に入り交じり、視

覚的なこと、具体的で規則的なことに対して高い機能を発揮するが、コミュニケーション

能力や社会性・想像力を発揮するのは苦手である。そのかたよりが幼児期から目立つ人も

いるが、大人になってから社会で不適応を起こし、はじめて病気と認識される場合もある。

問題があっても、他に優れた面があるため、発達障害を理解されず、周囲の人々（肉親

等）の対応にひどい遅れを生じさせる場合が多々存在している。

坊ちゃんの主人公の話に戻るが、その後ある人の周旋で東京市街鉄道の抜師として採用

されたとあるが、長続きはしないだろう、結局は上司や同僚との関係はうまくいかず退職

するのは明らかだ。もちろん親友も出来ず増して恋愛などとんでもなく、周囲の強い勧め
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もあり見合い結婚しても結婚生活は長続きするかどうか保障はない。仕事はさしずめ１人

でやれる職業、例えば自宅で子供を集めて学習塾でもやった方が気軽で平穏無事な日常生

活を送れるのではないだろうか。

さて第二の問題点だが、帰京後主人公を家族のだれよりもかわいがってくれた下女の清と

家賃の安いせまい家を借りて一緒に暮らしたが、わずか４カ月後に肺炎を罹って死んでし

まった。死ぬ前日に坊ちゃんを呼んで後生だから清が死んだら、坊ちゃんの御寺に埋めて

下さい。御墓の中で坊ちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと言った。だから清の墓

は小日向の養源寺にある。ここで小説は終わっている。いくら坊ちゃんに尽くしてくれた

からと言って坊ちゃんの家の菩提寺である養源寺（もちろん坊ちゃんの父母も先祖も祀ら

れている）に赤の他人の清を一緒に葬ることは不自然であると思った。小説の第一章で坊

ちゃんは子供心になぜ清はあんなにもおれを可愛がるのかと不審に思ったとの記述に、そ

うか坊ちゃんは父と清との間に出来た子供だったとすれば、すんなり納得出来る。ダビン

チコードほど複雑ではないが漱石はコード（暗示）を使ったのだと思う。いやまいった、

本小説でももっと数多くのコードが存在するかも知れない。初期の漱石作品でも深読みが

必須と言える。

更に重松泰雄は草枕の解説の中で以下の様に述べている。

「草枕」ワイド版岩波文庫より引用

漱石は「吾輩は猫である」「坊ちゃん」のような軽妙酒脱な諷刺的作品を次々と発表して、

くろうとの文壇人からはせいぜい学者の余技としか見なされなかったが、既成作家には見

られぬ清新、奔放な文体や構想を持ち、平常小説に関心の深くない読者層をも巻き込んで

広汎な反響を呼び起こした。のちに森鷗外は作中人物の口を借りて、「そのうち夏目金之

助君が小説を書き出した。金井君は非常な興味を以って読んだ。そして技癢を感じた」

（『ウィタ・セクアリス』）と述べ、この頃の漱石の活躍ぶりは、鷗外ならずとも「技

癢」をそそられないではいないものだった。更に漱石の妻 鏡子によれば、当時の漱石の

創作意欲について「傍で見ているとペンをとって原稿紙に向えば、直ちに小説が出来ると

いった具合」で、「油が乗っていたどころの段じゃありません」「書き損じなどと言うも

のは、まったくと言っていいほどなかったものです」（『漱石の思出』）などと語ってい

る。

漱石の頭脳と心の内には、主張したい書かねばならぬものがたまりにたまっていて、それ

はアメリカの古い名作映画「ジャイアンツ」のラストシーンで主演のジェームス・ディー

ンがついに石油を掘り当てたシーンの様に空中高く黒い原油が勢い良く噴出する姿に似て

いる。つまり漱石が考えていた長年の思いが原油の様に地上高く噴出し畢生の書を次々と

執筆した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



- 6 -

1/30～またもや寒波襲来

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

2/1 大平 政樹氏
：大平胃腸科外科ｸﾘﾆｯｸ院長
【素囃子練習会】

2/8 ２０周年に関する全体会議
【理事役員会】

2/15 川西 俊吾氏
：北陸先端大教授

【素囃子練習会】
2/22 助田 忠弘会員

【素囃子練習会】


