
- 1 -

2018年3月のロータリーレートは１ドル＝108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．国 歌 『 君が代 』

１．ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

３．四つのテスト

４．武藤清秀会長エレクト挨拶

５．ゲスト・ビジターのご紹介なし

《 食 事 》

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事

①今月の誕生者のご紹介は来週の例会で行います。

②本日例会終了後、理事役員会を行います。

③来週の例会終了後、素囃子練習会を行います。

７． ニコニコＢＯＸ紹介 \4,000- 本年度\391,000- 残高5,300,987-

武藤清秀会長エレクト：皆さん今晩は。北村さん、柿木さんご入会おめでと

うございます。２０周年事業全体会議、宮永実行委員、皆さんよろしくお願

いします。

大路孝之幹事：新入会員の北村様、柿木様

８． 創立２０周年事業に関する全体会議

宮永満祐美実行委員長

より、参加予定者数・

来賓等名簿・邦楽ホー

ル見取図を参照しなが

ら当日スケジュールの

概要、役割業務（案）

の説明があった。

それに対して質問・修正などの意見

があった。次回の全体会議は3/15開

催予定。

例会便り
第 905 回

2018.3.1（木）19:00
例会出席率 22/49 44.90 ％
ホテル日航金沢 5 階

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0901 2018.3.8

．



- 2 -

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 337回2018.3.8 炭谷 亮一

歴史の検証 その４「足利尊氏とはどんな人物だったか」

戦前の尋常小学校の教科書には「尊氏は賊名を避けんがために、豊仁親王を擁立して天皇と称せり」

と記されていた。これは１９１１年の南北が朝正閏論争の結果として南朝が正統とされ、これと争った

尊氏（北朝方）が逆臣とされたことによるものである。

この裁断の根拠となったものが、水戸光圀が編算した歴史書『大日本史』だった。南北朝においてより

長く政権の側にあったのは北朝であったのが、南朝方が譲ったのはニセで、本物の三種の神器を継いだ

のは南朝であり南朝が正統である（北畠親房が著した歴史書『神皇正統記』を根拠とした）と主張した。

足利尊氏の大方の評価はその時代時代による政治的意図によって大きく歪められてきたのである。そこ

で、尊氏の実像にせまってみることにする。

『梅松論』によると、当時著名な禅僧として知られた夢窓疎石は尊氏を「心が強くて戦場で命を失うこ

とを恐れる様子がなく、慈悲心があり、人を憎まず怨敵に寛大であり、心が広くて『無欲』という三徳

を兼ね備えた前代未聞の将軍である」と高く評している。

この時代を伝える『太平記』にも、尊氏が投降してきた敵兵を本陣の番兵として使ったことや、午前中

には所狭しと積まれていた貰い物をかたっぱしから他人に贈呈したため夕方には何ひとつ残っていなか

ったという逸話が記されている。また尊氏は「戦陣などで特別な勲功を挙げた部下には、過分な程の恩

賞等を賜与することもしばしばで、賜った本人の感激、それを見る味方の崇拝は絶大であった」として、

そのやさしさと気前の良さから多くの人望を集めていたと指摘している。

一方、井沢氏は『逆説の日本史』の中で尊氏を「やさしい人」「気前のいい人」だったと評しながらも、

だからこそ最高権力者としては問題もあったと言う。やさしさゆえに優柔不断のため非情な決断が出来

ず、また大名たちに気前よく領地を与えてしまったことで、大名があちこちにでき結果として彼の戦国

時代を招いた責任は大と言える。

１３３１年の元弘の乱以降、戦没した敵味方の霊を鎮魂し、国土安穏を祈願するため金口５６州に一寺
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一塔の安国寺・利生塔の設置を進めた。非常に「篤い信仰心」の持ち

主だった。更に尊氏は優れた歌人としての才を持ち、生涯５００余首

のうち８６首が勅撰集に採られている。

晩年、朝廷に奏上して新千載集の成立に貢献するなど、尊氏には文化

人としての大きな側面を見せた。だが、歌に耽溺する暇は与えられる

ことはなかった。

尊氏の存命中、そして死後も争乱の時代が続いた。花の御所が文化の

中心になるのは、尊氏の死の１００日後に生まれた義満の時代になっ

てからのことである。

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
3/1 20周年全体会議

【理事役員会】
3/8 柴田史郎氏：香林坊

RC【素囃子練習会】
3/15 20周年全体会議

【素囃子練習会】
3/22 クラブフォーラム
3/29 休会


