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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．ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

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

〔卓話者〕金沢香林坊ＲＣ 柴田 史郎（しばた しろう）様

〔素囃子講師〕木村 千裕（きむら ちひろ）様

〔米山奨学生〕李 紅艶（リ コウエン）さん

(2)ビジター

金沢東ＲＣ 高多 倫正（たかた みちまさ）様

金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二（おばた けんじ）様

２．

６．米山奨学生へ奨学金の支給

李 紅艶（リ コウエン）さん

旧正月で中国に一旦帰っていました。山東省のお土産を持って来ました。どうぞ皆さんで

召し上がってください。

例会便り
第 905 回

2018.3.8（木）19:00
例会出席率 29/49 59.18 ％
ホテル日航金沢 5階

表靖子 SAA

新入会員入会式 －－ようこそロータリーへ－－
柿木 健雄（かきのき たけお）会員

はじめての方・顔見知りの方もいらっし

ゃいます。この度３月から入会させてい

ただきます。鳴和「太陽めがね」で眼鏡

と補聴器の販売を行なっております。ち

ょうど周年事業があるということでポジ

ティブに考えてお役に立てればと思って

おります。今後ともよろ敷くお願いいたします。

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0902 2018.3.15

．
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７． 今月の誕生者の紹介

２ 日 衣川 昭浩（きぬがわ あきひろ）会員

６ 日 江守 巧（えもり たくみ）会員

１１日 表 靖子（おもて やすこ）会員

２０日 竹田 敬一郎（たけだ けいいちろう）会員

２６日 山崎 正美（やまざき まさみ）会員

２７日 大沼 俊昭（おおぬま としあき）会員

３１日 野城 勲（のしろ いさお）会員

《 食 事 》

８．皆出席顕彰 該当なし

９． 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、素囃子練習会を行います。

③4/22（日）地区研修・協議会が富山市で開催されます。既にﾒｰﾙ・FAXで文書

を送付済ですが、当日の昼食のご用意はありませんので訂正いたします。

④4/28（土）ノーベル賞受賞 大村智様講演会のご案内について既にﾒｰﾙ・FA

Xで文書を送付済ですのでご参加の返信についてお願いします。

〔委員会報告〕

井上正雄親睦委員長：しばらく休んでいましたが、例会終了後の親睦会を次々会

3/22のクラブフォーラム終了後、日航さんの３０Ｆ「ル・グランシャリオ」で開

催します。季節もよくなってきましたし、２０周年を控えて団結を深めるために

もよいのではと思いますので是非ご参加をお願いします。

１０． ニコニコＢＯＸ紹介 \21,000- 本年度\412,000- 残高\5,321,987-

香林坊ＲＣ柴田史郎様より：

東ＲＣ高多倫正会員：ビジターの東ロータリー高多です。久し振りに来させて戴きました。

年度末で忙しいのですが、その分息抜きさせて下さい。

上杉輝子会長：柴田様、本日はようこそ。お魚のお楽しみにしています。柿木様入会あり

がとうございます。お待ちしていました。ご一緒にロータリー活動楽しみましょう。

大路孝之幹事：新入会員の柿木様、入会ありがとうございます。今後ともよろしくお願い

いたします。また柴田様、いつもお世話になっています。卓話よろしくお願いいたします。そして素囃

子講師の木村千裕様、練習のご指導、よろしくお願いします。

石丸幹夫会員：柴田様よろしくお願いいたします。本当にようこそ。

宮永満祐美会員：柴田様のお魚のお話楽しみにしています。今日はありがとうございます。

１． 卓 話

柴田 史郎（しばた しろう）様

紹介者：宮永満祐美会員 私が柴田さんに初めてお会いしたのが、地区大会のなにかお世話

役をした時に、わからない事があったら柴田さんに聞きなさいということでご紹介いただい

たのがきっかけです。地区大会ホストの時も日台親善会議の式典部会長をさせていただいた

時も大変お世話になりました。たまたま今の事務所が元漁網会社の町家をお借りしていまし

て、そしたら柴田さんも漁網のお仕事ということで一度フリーでお話させていただいた時のお魚の話が

すごく面白かったんです。柴田さんといえばロータリーという感じなのですが今日は変わってお魚の話

をとお願いしまして楽しいお話になるという風に思います。
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１．現 職 中外製網株式会社 代表取締役 社長

２．生年月日 昭和22年5月26日

３．出身地 金沢市

４．学 歴 昭和41年 金沢大学教育学部付属高等学校 卒業

昭和46年 京都大学法学部卒業

５．職 歴 昭和46年 旭化成工業入社

昭和57年 財務部勤務（東京）を最後に退社

同 年 父の経営する中外製網㈱に入社

平成9年 代表取締役社長就任 今日に至る

６．R 歴 昭和63年3月 金沢香林坊ロータリークラブ入会

平成8年～9年 第9代クラブ幹事

平成15年～16年 第16代クラブ会長

今年度 創立30周年実行委員長

松尾G年度 地区大会幹事

近藤G年度 ロータリー100年IM実行委員長

中川G年度 地区幹事

中尾G年度 地区監査委員長

柳生G年度 第5回日台親善会議 事務総長

卓話「お魚雑学」
ⅰ 漁法と対象となる主たる魚

ⅱ 名産地と主要産地

ⅲ 北陸の寒鰤はなぜおいしいか？

ⅳ 輸入水産物の御三家

ⅴ 日本の漁業の抱える課題

１２．質疑応答

１３．謝辞・謝礼

点 鐘
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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 338回2018.3.15 炭谷 亮一

歴史の検証 その５「動乱はなぜ５０年以上続いたか」

１３３６年京都を制圧した足利尊氏は、光厳天皇の弟である光明天皇を即位させた（北朝）。後醍醐

天皇は尊氏の攻勢によって皇位継承の際に必要とされる「三種の神器」を譲り渡して吉野に移ったが、

「渡した神器はニセ物であり光明天皇の皇位は正統ではない」として吉野朝（南朝）を開いた。

尊氏の裏切りに合い、吉野に逃れながらも野望を捨てなかった後醍醐天皇のしぶとい戦略が、南北朝の

動乱を長引かせた要因であった。

１３３９年後醍醐天皇が崩御し、１３４８年に楠木正成の子で南朝の軍事力の中心だった正行が戦死す

ると、南朝は完全に無力化する。

ところが、ここで幕府内の権力争いが表面化し、事態は混沌としていった。

四條畷の戦いで正行を倒し、南朝を壊滅させた最大の功労者・高師直は、伝統的な権威にとらわれない

新興勢力「婆娑羅（ばさら）」と呼ばれる一団の代表格であった。

一方、将軍・尊氏の弟でその右腕として幕府の政務を担当していた足利直義は、鎌倉時代の秩序と武士

の威厳を取り戻したいと考えていた。この両者が、幕府内で激しく対立したのである。尊氏は師直を罷

免しようとしたが、師直はこれに納得せず、直義が逃げ込んだ尊氏邸を大軍で取り囲む。尊氏はやむな

く直義を政務からおろし、その側近を流罪とすることで直義と合意した。

一方、この騒乱で九州に逃れた直義の養子で尊氏の庶子である足利直冬は、南朝勢力と接近して勢力を

拡大。やがて九州は独立国のような様相を呈するようになった。

１３５０年、尊氏と師直はこれを討つために西下する。すると蟄居処分となっていた直義がこのすきに

京都に戻って南朝に和義を申し入れ、翌年正月には尊氏の子・義詮を追放。摂津の打出浜の合戦で尊氏

・師直軍を撃破し、降伏させた師直一族を滅亡させてしまった。

こののち尊氏は直義に和睦を申し入れて京都に戻ったが、同年１０月に南朝に降伏する。これは、勢力

を増大させた直義との決戦に臨むにあたって、背後を突かれる恐れをなくすためであった。

南朝方は三種の神器を戻すことと、政権を返上することを条件に尊氏と義詮の帰順を認め、直義追討の
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勅命を出した。挙兵した尊氏は直義を攻め、鎌倉で毒殺した（観応の

擾乱）。

こうして幕府内の紛争は一応決着がついたものの、直冬はその後も幕

府を悩ませ続けた。このような足利一族、幕府内での騒乱が、南北朝

時代を長引かせる最大の要因となったのである。

ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーー

2018.4.28土

14：～15:

野々市市文化会館

フォルテ 大ホール

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


