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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

『 我等の生業 』

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〔素囃子講師〕木村 千裕（きむら

ちひろ）様

(2) ビジター金沢香林坊RC 宝達 信也（ほうだつ しんや）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、素囃子練習会を行います。

②来週の例会は「２０周年全体会議」を行いますので多くのご参加をお願い

します。また例会終了後、理事役員会を行います。

③「ロータリー手帳」購入希望について文書でご案内しておりますが、予約

申込みをされる方は本日が締切ですので、回覧中の用紙に希望の冊数をお書き

ください。

④台湾東部地震義援金について、地区からのお願いにより、お一人５００×４７名分を

ニコニコ会計より支出いたします。

⑤ガバナーノミニー（2020-21年度ガバナー）について、魚津RC 野澤良成会員に決定い

たしました。

６． ニコニコＢＯＸ紹介 \6,000- 今年度￥387,000- 残高\5,320,811-

上杉輝子会長：明るい太陽が久しぶりに出て、春を感じて嬉しい一日でした。

本日は助田さん卓話宜しくお願いします。

大路孝之幹事：助田さん卓話よろしくお願いいたします。木村千裕様、素囃子

のご指導よろしくお願いいたします。

魏賢任会員：皆さまこんばんは。助田会員のお話を心よりたのしみにしていま

す。

例会便り
第 906回

2018.2.22（木）19:00
例会出席率 21/47 44.68 ％
ホテル日航金沢 5 階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0900 2018.2.28

．
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７． 卓 話

「 私は運がいい 」助田 忠弘（すけだ ただひろ） 会員

紹介者：魏賢任会員 助田会員と出会ったのは、約１７年前ノチデ会計事務所の講習会に参

加した時で、それからロータリー会員にお勧めして、ようやくロータリアンのお仲間となる

ことができました。見た目どおりのおおらかな人柄で、やる時は真面目に取り組む姿に感心

しています。今日は卓話を楽しみに２０分前に会場に来ました。

【卓話概略】

63歳になった今、年金で生活ができることに感謝。

63年の人生を振り返ると運だけとは言わないが、運が良かったと思う。

そのことに感謝し「忘己利他」と「妻宝極楽」の言葉をしっかりと心に刻

み家族に、社会に少しでも恩返しと思い貢献していきたい。

特に個人のお客様の相続問題に光をさす存在でありたい。

８．質疑応答 ９．謝辞

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 336回2018.3.1 炭谷 亮一

歴史の検証 南北朝時代 その３「後醍醐天皇の政治とは」

１３１８年に即位した後醍醐天皇は１３２１年に院政を廃すると、記録所を

再興し積極的に政治にあたった。

一方鎌倉幕府の実権を握っていた執権・北条高時は田楽や闘犬に興じ、政治を

かえりみることはなかった。元冠以降、弱体化していた幕府の権威はさらに失

墜し、世の中は乱れていく。

１３３１年後醍醐天皇は京都の笠置山でついて挙兵したが、幕府は２０万の大

軍を鎌倉から派遣し、鎮圧にあたらせるとともに後伏見上皇の皇子を光厳天皇

として即位させた。後醍醐天皇は捕らえられ隠岐へ島流しとなった。後醍醐天

皇の野望はここで消えたかに見えた。しかし自身の皇子の護良親王が吉野で挙

兵すると、楠木正成、赤松則村等が相次いで立ち上がる。幕府に不満を持つ

「悪党」と呼ばれた勢力を掌握していた彼らは、幕府の大軍に対してゲリラ戦

を展開し、倒幕運動を大きなうねりへと変化させていった。

１３３３年隠岐から脱出した後醍醐天皇は再度挙兵した。鎮圧に向かった幕府

軍の棟梁・足利尊氏が後醍醐天皇側に寝返ったことで鎌倉幕府はついに滅亡に

至った。

京都に入った後醍醐天皇は「建武の新生」と呼ばれる政治を始めた。それは

「朕の新儀は未来の先例たるべし」という強い自負に基づいた、天皇の絶対的

権威を示そうとするものであった。

まず発せられたのは、すべての土地の領有は天皇の綸旨なければ決めないとい

う「個別安堵法」である。この法令によって全国の武士たちが綸旨を得るため

に京都に殺到。大混乱の中で綸旨が乱発され、ひとつの土地に二重、三重の権

利が認められるという失態が相次いでおこった。

さらに後醍醐天皇は１３３４年、壮麗な大内裏の建設に取りかかる。造営にあ

たって全国の地頭・御家人から莫大な税金を徴収し、農民たちには過酷な税を

課した。人心は急速に朝廷から離れていった。後醍醐の政治は民衆の生活を安

定させる方策もなく専制支配確率の為、諸政策を強行する天皇の政治が武士や
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民衆から次第に見放されていった。

そして「建武の新政」への批判が高まる中、足利尊氏

が反旗を翻して京都を制圧、一時は楠木正成に敗れて

九州に逃れたが再度態勢を立て直して湊川の地で正成

軍を撃破した。正成の死を知って後醍醐天皇は京都を

離れ「建武の新政」は崩壊した。

ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーー

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

2/15 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】
3/1 理事役員会


